
 

現在も暗躍する忍者の末裔、甲羅一族が代々受け継いできた武器…それ

が【蟹手裏剣（カニシュリケン）】
裏剣の使い手が集う「どきっ！忍者だらけの甲殻祭」が始まるぞ！

 大会で優勝して日本一の蟹手裏剣の使い手を目指すのです！

 

■■■■■■■■■■■■

プレイ人数：

プレイ時間：

■■■■■■■■■■■■■

・本説明書

・プレイカード

■■■■■■■■■■■■■

※旧「蟹手裏剣」と表記に揺らぎがありますが、ルール上は「カニシュリケ

ン」「甲殻手裏剣」は「蟹手裏剣」として扱います。

 

【勝利条件】
任務を成功させ勝利点を５点取得したプレイヤーが勝利します

 

【カードの説明】
カードには「

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威力・速さの補足
カスタムカードの黒文字の値はマイナス値です。（旧「蟹手裏剣」では

付の数字があり、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

【ゲームの流れ】

▼ゲーム開始時
１）蟹手裏剣

置します。

２）適当にスタートプレイヤーを決め、適当なマーカーを配置します。

 

大きさ

勝利点（勲章）

１点

現在も暗躍する忍者の末裔、甲羅一族が代々受け継いできた武器…それ

【蟹手裏剣（カニシュリケン）】
裏剣の使い手が集う「どきっ！忍者だらけの甲殻祭」が始まるぞ！

大会で優勝して日本一の蟹手裏剣の使い手を目指すのです！

■■■■■■■■■■■■

プレイ人数：2 人 （2 セットまたは蟹手裏剣があれば

プレイ時間：20 分程度

■■■■■■■■■■■■■

・本説明書 

・プレイカード（48 枚） 

■■■■■■■■■■■■■

※旧「蟹手裏剣」と表記に揺らぎがありますが、ルール上は「カニシュリケ

ン」「甲殻手裏剣」は「蟹手裏剣」として扱います。

【勝利条件】 
任務を成功させ勝利点を５点取得したプレイヤーが勝利します

【カードの説明】 
カードには「蟹手裏剣」「カスタム」「任務」の３種類があります。

蟹手裏剣カード

威力・速さの補足 
カスタムカードの黒文字の値はマイナス値です。（旧「蟹手裏剣」では

付の数字があり、発動条件条件を満たさない場合０として扱います）

 

                

【ゲームの流れ】 

▼ゲーム開始時 
蟹手裏剣カード、カスタム

置します。 

２）適当にスタートプレイヤーを決め、適当なマーカーを配置します。

大きさ 

成否条件

勝利点（勲章） 

１点 or２点 

カード名 

現在も暗躍する忍者の末裔、甲羅一族が代々受け継いできた武器…それ

【蟹手裏剣（カニシュリケン）】だ！ 今年も蟹手裏剣を筆頭とする甲殻手

裏剣の使い手が集う「どきっ！忍者だらけの甲殻祭」が始まるぞ！

大会で優勝して日本一の蟹手裏剣の使い手を目指すのです！

■■■■■■■■■■■■ プレイ条件

セットまたは蟹手裏剣があれば

分程度 

■■■■■■■■■■■■■ 内容物

 

■■■■■■■■■■■■■ ルール

※旧「蟹手裏剣」と表記に揺らぎがありますが、ルール上は「カニシュリケ

ン」「甲殻手裏剣」は「蟹手裏剣」として扱います。

任務を成功させ勝利点を５点取得したプレイヤーが勝利します

」「カスタム」「任務」の３種類があります。

カード          

カスタムカードの黒文字の値はマイナス値です。（旧「蟹手裏剣」では

発動条件条件を満たさない場合０として扱います）

      任務カード

カスタムカード、任務カードの各

２）適当にスタートプレイヤーを決め、適当なマーカーを配置します。

威力 

特殊能力

速さ 

成否条件  「威力」「速さ」「テキストの成否条件」

カード名

現在も暗躍する忍者の末裔、甲羅一族が代々受け継いできた武器…それ

今年も蟹手裏剣を筆頭とする甲殻手

裏剣の使い手が集う「どきっ！忍者だらけの甲殻祭」が始まるぞ！

大会で優勝して日本一の蟹手裏剣の使い手を目指すのです！

プレイ条件 ■■■■■■■■

セットまたは蟹手裏剣があれば 3

内容物 ■■■■■■■■■■■■■

ルール ■■■■■■■■■■■■■

※旧「蟹手裏剣」と表記に揺らぎがありますが、ルール上は「カニシュリケ

ン」「甲殻手裏剣」は「蟹手裏剣」として扱います。 

任務を成功させ勝利点を５点取得したプレイヤーが勝利します

」「カスタム」「任務」の３種類があります。

          カスタム

カスタムカードの黒文字の値はマイナス値です。（旧「蟹手裏剣」では

発動条件条件を満たさない場合０として扱います）

任務カード 

カード、任務カードの各カードを山札として

２）適当にスタートプレイヤーを決め、適当なマーカーを配置します。

特殊能力 

成功

[成功時

た

[常時

勝利点として持っている

限り有効

「威力」「速さ」「テキストの成否条件」

カード名 

ヵニマーク

蟹手裏剣ヵニのカード

である事の証

現在も暗躍する忍者の末裔、甲羅一族が代々受け継いできた武器…それ

今年も蟹手裏剣を筆頭とする甲殻手

裏剣の使い手が集う「どきっ！忍者だらけの甲殻祭」が始まるぞ！ 

大会で優勝して日本一の蟹手裏剣の使い手を目指すのです！ 

■■■■■■■■■

3 人～4 人） 

■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■

※旧「蟹手裏剣」と表記に揺らぎがありますが、ルール上は「カニシュリケ

任務を成功させ勝利点を５点取得したプレイヤーが勝利します。 

」「カスタム」「任務」の３種類があります。 

カスタムカード 

カスタムカードの黒文字の値はマイナス値です。（旧「蟹手裏剣」では括弧

発動条件条件を満たさない場合０として扱います） 

カードを山札として

２）適当にスタートプレイヤーを決め、適当なマーカーを配置します。 

蟹手裏剣ヵニ

蟹手裏剣ヵニ

成功ボーナス 

成功時]任務に成功し

た際に１回のみ発動

常時]成功した任務を

勝利点として持っている

限り有効 

「威力」「速さ」「テキストの成否条件」 

ヵニマーク 

蟹手裏剣ヵニのカード

である事の証 

現在も暗躍する忍者の末裔、甲羅一族が代々受け継いできた武器…それ

今年も蟹手裏剣を筆頭とする甲殻手

■■■ 

■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■ 

※旧「蟹手裏剣」と表記に揺らぎがありますが、ルール上は「カニシュリケ

括弧

 

カードを山札として配

 

一般的な配置図
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ターン

[スタートフェイズ
任務カードを山札から１枚場に出します

※山札が無くなった時点で、捨札をシャッフルして新しい山札とする。

 これは「

 

[カスタムフェイズ
以下の行動をスタートプレイヤーから順番（時計回り）に行います

１）蟹手裏剣

２）蟹手裏剣

３）カスタム

その上にカスタムカードを配置します。カスタム

手裏剣

カスタム

 

[任務
１）任務に対して挑戦するかスタートプレイヤーから

す。挑戦する場合はどの（配置済みの）

す。（

２）全員の確認が終了した後、

３）カスタム

成否判定を行います。（同じ

順番に判定します）

任務の成否判定は

任務カードに記載された

成否条件を満たしていれば成功です

任務カードもあります）

４）任務に成功したら、そのプレイヤーは任務を勝利点として取得します。

  

  

合、スタートプレイヤーに順番が近いプレイヤーが勝利点を得ます）

 

[エンドフェイズ
１）任務に挑戦した

定をした

２）任務カードが場に残っているなら捨札にします。

３）次のターンに持ち越せる手札上限は１枚です。

枚以上ある場合、１枚になる様に選んで捨てます。

４）スタートプレイヤーのマーカーを左隣のプレイヤーに渡します。

 

何れかのプレイヤーが勝利条件を満たすまでターンを繰り返します。

 

【３・４人でのプレイ
３人または４人プレイをするのにはカードゲーム「蟹手裏剣」が２セット必要

です。２人用とは以下の２点が異なります。

・１ターン配置される「任務カード」は２枚。

・任務フェイズでどちらの任務に挑戦するかも宣言します。

剣

してのみ有効」です）

※同時に勝利点が５点越えた場合、スタートプレイヤーに順番が近いプレ

イヤーが勝利します。

蟹手裏剣ヵニ

蟹手裏剣ヵニ

任務に成功し

際に１回のみ発動 

成功した任務を

勝利点として持っている

配置したカスタマイズ
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蟹手裏剣ヵニのカード 

一般的な配置図 

▼ターン 

スタートフェイズ] 
任務カードを山札から１枚場に出します

※山札が無くなった時点で、捨札をシャッフルして新しい山札とする。

これは「蟹手裏剣カード」「カスタムカード」も同様

カスタムフェイズ] 
以下の行動をスタートプレイヤーから順番（時計回り）に行います

蟹手裏剣、カスタム

蟹手裏剣を１枚まで裏向きで場に配置します。（しなくても良い）

自分の場に配置できる

１枚選んで破棄します。この際、

ムカードも破棄されます。

※カードの効果で配置される場合も、蟹手裏剣は裏向きで配置される。

カスタムカードを

その上にカスタムカードを配置します。カスタム

手裏剣に付ける事も可能です。

カスタムカードは１つの

任務フェイズ] 
１）任務に対して挑戦するかスタートプレイヤーから

す。挑戦する場合はどの（配置済みの）

す。（この時、蟹手裏剣
２）全員の確認が終了した後、

カスタムカードの数値

成否判定を行います。（同じ

順番に判定します）

任務の成否判定は

任務カードに記載された

成否条件を満たしていれば成功です

任務カードもあります）

４）任務に成功したら、そのプレイヤーは任務を勝利点として取得します。

  この時、勝利点が５点を超えたプレイヤーが勝利します。

  （特殊な成否条件で、複数のプレイヤーが勝利条件を満たしている場

合、スタートプレイヤーに順番が近いプレイヤーが勝利点を得ます）

エンドフェイズ] 
１）任務に挑戦した

定をした/しない、成否に関わらず捨札にします。

２）任務カードが場に残っているなら捨札にします。

次のターンに持ち越せる手札上限は１枚です。

枚以上ある場合、１枚になる様に選んで捨てます。

４）スタートプレイヤーのマーカーを左隣のプレイヤーに渡します。

何れかのプレイヤーが勝利条件を満たすまでターンを繰り返します。

３・４人でのプレイ】
３人または４人プレイをするのにはカードゲーム「蟹手裏剣」が２セット必要

です。２人用とは以下の２点が異なります。

・１ターン配置される「任務カード」は２枚。

任務フェイズでどちらの任務に挑戦するかも宣言します。

剣やカスタムカードの特殊能力は「同じ任務を受けている対戦相手に対

してのみ有効」です）

※同時に勝利点が５点越えた場合、スタートプレイヤーに順番が近いプレ

イヤーが勝利します。

蟹手裏剣ヵニ 

蟹手裏剣ヵニ 

任務カード 

山札捨札 

配置した蟹手裏剣

配置したカスタマイズ

配置した任務カード

発行：ひなたのにほい
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任務カードを山札から１枚場に出します

※山札が無くなった時点で、捨札をシャッフルして新しい山札とする。

カード」「カスタムカード」も同様

 
以下の行動をスタートプレイヤーから順番（時計回り）に行います

カスタムカードから好きな組み合わせで

まで裏向きで場に配置します。（しなくても良い）

場に配置できる蟹手裏剣

します。この際、

カードも破棄されます。 

※カードの効果で配置される場合も、蟹手裏剣は裏向きで配置される。

カードを２枚までプレイできます

その上にカスタムカードを配置します。カスタム

に付ける事も可能です。 

カードは１つの蟹手裏剣に

１）任務に対して挑戦するかスタートプレイヤーから

す。挑戦する場合はどの（配置済みの）

蟹手裏剣は裏のままです
２）全員の確認が終了した後、蟹手裏剣

カードの数値を加味した

成否判定を行います。（同じ「速さ

順番に判定します） 

任務の成否判定は蟹手裏剣＋カスタム

任務カードに記載された「威力」「速さ」

成否条件を満たしていれば成功です

任務カードもあります） 

４）任務に成功したら、そのプレイヤーは任務を勝利点として取得します。

この時、勝利点が５点を超えたプレイヤーが勝利します。

（特殊な成否条件で、複数のプレイヤーが勝利条件を満たしている場

合、スタートプレイヤーに順番が近いプレイヤーが勝利点を得ます）

蟹手裏剣とそれに付いている

しない、成否に関わらず捨札にします。

２）任務カードが場に残っているなら捨札にします。

次のターンに持ち越せる手札上限は１枚です。

枚以上ある場合、１枚になる様に選んで捨てます。

４）スタートプレイヤーのマーカーを左隣のプレイヤーに渡します。

何れかのプレイヤーが勝利条件を満たすまでターンを繰り返します。

】 
３人または４人プレイをするのにはカードゲーム「蟹手裏剣」が２セット必要

です。２人用とは以下の２点が異なります。

・１ターン配置される「任務カード」は２枚。

任務フェイズでどちらの任務に挑戦するかも宣言します。

やカスタムカードの特殊能力は「同じ任務を受けている対戦相手に対

してのみ有効」です） 

※同時に勝利点が５点越えた場合、スタートプレイヤーに順番が近いプレ

イヤーが勝利します。 

 

山札 

蟹手裏剣カード 

配置したカスタマイズカード 

カード 

発行：ひなたのにほい.exe （初版発行：

ゲームデザイン：ねこのしろ （質問等は

箱イラスト：霧恵マサノブ 印刷所：

任務カードを山札から１枚場に出します。 

※山札が無くなった時点で、捨札をシャッフルして新しい山札とする。

カード」「カスタムカード」も同様 

以下の行動をスタートプレイヤーから順番（時計回り）に行います

好きな組み合わせで

まで裏向きで場に配置します。（しなくても良い）

蟹手裏剣は２枚までです。

します。この際、破棄した蟹手裏剣

※カードの効果で配置される場合も、蟹手裏剣は裏向きで配置される。

プレイできます。場にある

その上にカスタムカードを配置します。カスタムカード

 

に３つまで付けられます

１）任務に対して挑戦するかスタートプレイヤーから

す。挑戦する場合はどの（配置済みの）蟹手裏剣

は裏のままです） 

蟹手裏剣を表にします。

を加味した蟹手裏剣の「速さ

速さ」だった場合、スタートプレイヤーから

カスタムカードの「

「威力」「速さ」以上の数値かつ

成否条件を満たしていれば成功です。（テキストの

４）任務に成功したら、そのプレイヤーは任務を勝利点として取得します。

この時、勝利点が５点を超えたプレイヤーが勝利します。

（特殊な成否条件で、複数のプレイヤーが勝利条件を満たしている場

合、スタートプレイヤーに順番が近いプレイヤーが勝利点を得ます）

とそれに付いているカスタム

しない、成否に関わらず捨札にします。 

２）任務カードが場に残っているなら捨札にします。 

次のターンに持ち越せる手札上限は１枚です。各プレイヤーは手札が２

枚以上ある場合、１枚になる様に選んで捨てます。

４）スタートプレイヤーのマーカーを左隣のプレイヤーに渡します。

何れかのプレイヤーが勝利条件を満たすまでターンを繰り返します。

３人または４人プレイをするのにはカードゲーム「蟹手裏剣」が２セット必要

です。２人用とは以下の２点が異なります。 

・１ターン配置される「任務カード」は２枚。 

任務フェイズでどちらの任務に挑戦するかも宣言します。

やカスタムカードの特殊能力は「同じ任務を受けている対戦相手に対

※同時に勝利点が５点越えた場合、スタートプレイヤーに順番が近いプレ

（初版発行：2016/08/13

質問等は twitterID:

印刷所：popls 様 

※山札が無くなった時点で、捨札をシャッフルして新しい山札とする。

 

以下の行動をスタートプレイヤーから順番（時計回り）に行います 

好きな組み合わせで２枚ドローします。

まで裏向きで場に配置します。（しなくても良い） 

までです。３枚以上ある場合は
蟹手裏剣に付いている

※カードの効果で配置される場合も、蟹手裏剣は裏向きで配置される。

場にある蟹手裏剣を選択し、

カードは対戦相手

付けられます。 

１）任務に対して挑戦するかスタートプレイヤーから順番に全員確認しま

で挑戦するか宣言しま

を表にします。 

速さ」が速い順に任務の

だった場合、スタートプレイヤーから

威力」「速さ」が、

以上の数値かつ、テキストの

テキストの成否条件が無い

４）任務に成功したら、そのプレイヤーは任務を勝利点として取得します。

この時、勝利点が５点を超えたプレイヤーが勝利します。 

（特殊な成否条件で、複数のプレイヤーが勝利条件を満たしている場

合、スタートプレイヤーに順番が近いプレイヤーが勝利点を得ます）

カスタムカードは成否判

 

 

各プレイヤーは手札が２

枚以上ある場合、１枚になる様に選んで捨てます。 

４）スタートプレイヤーのマーカーを左隣のプレイヤーに渡します。 

何れかのプレイヤーが勝利条件を満たすまでターンを繰り返します。 

３人または４人プレイをするのにはカードゲーム「蟹手裏剣」が２セット必要

任務フェイズでどちらの任務に挑戦するかも宣言します。（また、蟹手裏

やカスタムカードの特殊能力は「同じ任務を受けている対戦相手に対

※同時に勝利点が５点越えた場合、スタートプレイヤーに順番が近いプレ

蟹手裏剣カード

カスタマイズカード

山札捨札 

山札捨札 
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※山札が無くなった時点で、捨札をシャッフルして新しい山札とする。 

２枚ドローします。 

 

３枚以上ある場合は
に付いているカスタ

※カードの効果で配置される場合も、蟹手裏剣は裏向きで配置される。 

を選択し、

対戦相手の蟹

全員確認しま

で挑戦するか宣言しま

が速い順に任務の

だった場合、スタートプレイヤーから

、 

テキストの 

成否条件が無い 

４）任務に成功したら、そのプレイヤーは任務を勝利点として取得します。 

（特殊な成否条件で、複数のプレイヤーが勝利条件を満たしている場

合、スタートプレイヤーに順番が近いプレイヤーが勝利点を得ます） 

カードは成否判

各プレイヤーは手札が２

 

 

３人または４人プレイをするのにはカードゲーム「蟹手裏剣」が２セット必要

蟹手裏

やカスタムカードの特殊能力は「同じ任務を受けている対戦相手に対

※同時に勝利点が５点越えた場合、スタートプレイヤーに順番が近いプレ

カード 

カスタマイズカード 

山札 
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