
ひもサバンナ
プレイ人数：3〜 5人　プレイ時間：30分　対象年齢：6歳以上

【ゲーム背景】
ゾウ、ライオン、シマウマ、カバ、キリン……アフリカのサバン
ナには今日もいろいろな動物たちが生息しています。しかし、そ
の生態系はすべてが明らかになっているわけではありません。動
物学者たちはそれを解明しようと日々調査や研究を行っています。
プレイヤーはその動物学者となり、アフリカの地で様々な情報を
手に入れながら、動物たちの調査に乗り出します。

【勝利条件】
最も多くの勝利点を獲得したプレイヤーがこのゲームの勝者とな
ります。

勝利点を獲得するために、調査カードに書かれている条件に見合っ
た動物たちをうまくひもで囲んでください。
またその調査カードや動物カード自体も勝利点につながります。

【コンポーネント】
●カード
　・動物カード…37枚
　・調査カード…30枚
　・地形カード…7枚
●ひも
　・フィールドひも（こげ茶色）…1本
　・範囲ひも（灰色）…1本
●勝利点コイン
　・1点コイン（黄色）…40枚
　・2点コイン（オレンジ色）…40枚
　・5点コイン（紫色）…40枚
　・10点コイン（赤色）…40枚
●コマ
　・調査コマ…30個（赤、青、黄、緑、紫が各 6個）

【コンポーネント解説】
・動物カード
食べ物・活動時間・種類と 3つの属性があります。
食べ物
動物の食性です。
「肉食」「草食」
「雑食」があります。

種類
動物の種類です。
「ネコ」「イヌ」
「ウシ」「サル」
「特別」があります。

名前
動物の名称です。

勝利点
ゲーム終了時にこの
カードに調査コマを
置いている場合、数
字分の勝利点を獲得
します。

活動時間
動物の活動時間です。
「夜」「昼」「明け方・
暮れ」があります。

肉食

ネコ イヌ ウシ サル 特別

夜 昼 明け方・暮れ草食 雑食

・調査カード

調査対象
範囲ひもで囲む対
象の動物の属性が
書かれています。
ひもの条件
岩場、端っこがつ
いていることがあ
ります。

勝利点
ゲーム終了時に数
字分の勝利点を獲
得します。

岩場 端っこ

・地形カード

足跡
footprints

ALL

ひもの効果
範囲ひもで囲んだ
場合に効果があり
ます。

名前
地形の名称です。

調査コマの効果
調査コマを置いた
場合に効果があり
ます。

・勝利点コイン
現在所持している勝利点を示すためのコインです。“勝利点を獲得
する ”といったらこの勝利点コインをもらうことになります。
勝利点コインは他のプレイヤーに見せる必要はありません。
勝利点コインは無限に存在するものとして扱い、足りなかったら
他のもので代用してください。

【セットアップ】
１．各プレイヤーは赤、黄、緑、青、紫の中から 1色を選択して、
その調査コマを受け取ります。
　受け取る数は人数によって変わります。
	 3 人……6個
	 4 人……5個
	 5 人……4個
　残った調査コマはゲームで使いませんので箱に戻してください。
２．フィールドひもを取りだして、テーブルに広げます。フィー
ルドひもは交差したり、上下に重なったりしないようにしてく
ださい。
　初めてプレイする場合、フィールドひもはなるべく円か正方形
にすることをお勧めします。
　フィールドひもで囲まれた内側を『フィールド』と呼びます。
３．地形カードを裏向きにして良く混ぜ、7枚全てをフィールドに
ランダムに表向きにして置きます。
４．動物カードを裏向きにして良く混ぜ、うち 16枚をフィールド
にランダムに表向きにして置きます。
　残った動物カードは山札として、フィールドの外に置きます。
※ 3と 4で並べる動物カードと地形カードはそれぞれが重なった
り接したりしないように置いて下さい。またフィールドひもと
も重なったり接しないようにして下さい。カードとカードの間
には目安としてひも一本の太さぶんの隙間を空けましょう。
５．調査カードを裏向きにして良く混ぜ、うち 5枚をフィールド
の外に表向きにして並べておきます。
　残った調査カードは山札としてその隣に置きます。
６．勝利点コインを種類（色）ごとに分けて、フィールドの外に
置きます。
７．一番最近アフリカに行った人がスタートプレイヤーになりま
す。スタートプレイヤーは範囲ひもを受け取ります。
　以上でセットアップ完了です。



※ 5人プレイ時のセットアップ
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【ゲームの進行】
このゲームではまず準備ラウンドを 1回行います。
その後、本ラウンドをプレイ人数で決められた回数行います。最
後の本ラウンド（３人なら６ラウンド目）を最終ラウンドと呼び
ます。
	 3 人……6ラウンド
	 4 人……5ラウンド
	 5 人……4ラウンド
決められた回数の本ラウンドが終了したら最終決算を行います。

【準備ラウンド】
スタートプレイヤーから時計回りで 1回ずつ手番を行います。
手番では下記の１〜２を順番に行います。
１．動物カードを 1枚引き、手札とします。
２．調査カードを 1枚引き、自分の前に表を上にして置きます。
　調査カードは、
　　　a) 表向きになっている 5枚から引く
　　　b) 調査カードの山札から引く
　のいずれかを選択します。
a) を選択した場合、その後、補充として、調査カードの山札から
1枚引き表向きにして他の 4枚のカードと一緒に並べておきます。

全員が準備ラウンドの手番を１回ずつ行ったら、本ラウンドに移
ります。

【本ラウンド】
スタートプレイヤーから時計回りで手番を行います。全員が１回
ずつ手番を行うと本ラウンドが１回終了します。人数によって決
まっている本ラウンドの回数が終了するまで時計回りで手番を続
けます。

手番では下記の 1〜 8を順番に行います。ただし、最終ラウンド
では 6、7を行いません。
１．手札として持っている動物カードをフィールドに置きます。
　動物カードを置く際には以下のルールを守ってください。
　•	他の動物カードや地形カードと重なったり、接したりしない

でください（カードとカードの間には目安としてひも一本の
太さぶんの隙間を空けましょう）。

　•	フィールドひもと重ならないでください。

２．自分の前に表向きになっている調査カードの調査対象を見な
がら、範囲ひもで動物カードや地形カードを囲みます。

　範囲ひもで囲む際には以下のルールを守ってください。
　•	動物カードや地形カードにひもが掛からないようにしてくだ

さい。
　•	範囲ひもを交差させたり、重ねたり、２重・３重などにしな

いでください。
また、以下のようなことは可能です。
•	範囲ひもがフィールドひもと交差したり隣接したり、重なっ
たりすることは可能です。
•	今回置いた動物カードを囲む必要はありません。

調査カードの一部にはひもの条件が書かれていることがあります。
その場合はそのルールも守ってください。

	 　	岩場…範囲ひもで囲んだ中に岩場がなければなりません。

	 	端っこ…範囲ひもとフィールドひもが接する必要があります。

３．範囲ひもで囲んだ動物カードや地形カードから勝利点を得ま
す。
　調査カードの調査対象に得点条件が書いてありますので、その
調査対象の動物がいるかどうか確認して、勝利点を獲得してく
ださい。
　例）	調査カードの調査対象に「肉食 ×3」と指定されていたら、

範囲ひもで囲んだ中にある肉食の動物カード１枚につき３勝
利点を受け取ります（調査カードの詳しい効果はルール末尾
を参照下さい）。

　また、地形カードの中には、範囲ひもで囲んだなかに特定の動
物カードを含んでいると、勝利点を追加でもらえるものがあり
ます。範囲ひもで囲んだなかにある地形カードの効果を確認し
て勝利点を受け取って下さい（地形カードの詳しい効果はルー
ル末尾を参照下さい）。
　ただし、既に他のプレイヤーの調査コマが置かれている動物カー
ドや地形カードは、範囲ひもで囲んだなかにあっても、勝利点
獲得対象とはなりません

※調査カードの右下にある勝利点はこの時点では獲得できません。

４．調査コマを今回囲んだ動物カードまたは地形カードの１つに
置きます。
　ただし既に他の調査コマが置かれている動物カードや地形カー
ドの上には置けません。
　※	調査コマを置く事ができる地形カードは、「足跡」の地形だけ

です。他の地形カードには調査コマを置く事ができません。

５．範囲ひもを取り外します。
　なるべく動物カードや地形カードが動かないように両手で気を
つけて取り外しましょう。

６．動物カードを山札から１枚引き手札として加えます。

７．調査カードを１枚引き、自分の前の既に置かれている調査カー
ドの上に重ねて表向きにして置きます。
　　調査カードは、
　　　a) 表向きになっている 5枚から引く
　　　b) 調査カードの山札から引く
　　のいずれかを選択します。
　a) を選択した場合、その後、補充として、調査カードの山札か
ら 1枚引き表向きにして他の 4枚のカードと一緒に並べておき
ます。

８．範囲ひもを左隣のプレイヤーに渡します。



【最終決算】
全てのプレイヤーは、以下の勝利点を合計します。
•	ゲーム中に獲得した勝利点コインの合計
•	自分の前に束ねられている調査カードの右下の勝利点
•	自分の色の調査コマが置かれた動物カードの右下の勝利点
これらの合計が一番多い人の勝利です。
もし同点の場合、より手番が後番の人が勝利します。

【調査カード】

	 × ２	など その属性の動物カードを囲んだ数×２勝利点

		 × ２ 特別の種類の動物カードを囲んだ数×２勝利点

	ALL× １ 属性関係なく動物カードを囲んだ数×１勝利点

×3
囲んだ動物の種類×３勝利点
たとえばウシ、イヌ、特別と囲んだ場合、３種
類なので、３種類×３勝利点＝９勝利点となる。

【地形カード】

茂
み

囲んだ中に食性が肉食の動物カードが
1枚以上あれば、+2勝利点
※調査コマを置けない。

草
原

囲んだ中に食性が草食の動物カードが
1枚以上あれば、+2勝利点
※調査コマを置けない。

森
囲んだ中に食性が雑食の動物カードが
1枚以上あれば、+２勝利点
※調査コマを置けない。

水
場

囲んだら+2勝利点
※調査コマを置けない。

足
跡

囲んだら +1勝利点、調査コマを置いた手番
は動物カードの補充が１枚ではなく２枚にな
る。

岩
場

囲んでも効果は無い。ただし一部の調査カー
ドで岩場を囲む必要がある。
※調査コマを置けない。

● 子供用ルール ●
最も多くの勝利点を獲得したプレイヤーが勝者です。
最初は大人の人が説明してあげてください。

【セットアップ】
１．各プレイヤーは赤、黄、緑、青、紫の中から 1色を選択して、
その調査コマを 4つずつ受け取ります。残ったコマは使わない
ので箱に戻してください。
２．フィールドひもを取りだして、テーブルに広げます。フィー
ルドひもは交差したり、上下に重なったりしないようにしてく
ださい。
　初めてプレイする場合、フィールドひもはなるべく円か正方形
にすることをお勧めします。
３．地形カード、調査カードは使いません。箱に戻してください。
４．動物カードを裏向きにして良く混ぜ、うち 16枚をフィールド
にランダムに表向きにして置きます。
残った動物カードは山札として、裏向きにしてフィールドの外
に置きます。
５．勝利点コインをフィールドの外に置きます。
６．一番若い人がスタートプレイヤーとなります。スタートプレイ
ヤーは範囲ひもを受け取ります。

【ゲームの進行】
全員が 4回ずつ手番を行います。
手番が回ってきたプレイヤーは次の１〜 5を順番に行います。

１．動物カードを山札から 1枚ひいて、フィールドに置きます。
　動物カードを置く際には以下のルールを守ってください。
　•	他の動物カードや地形カードと重なったり、接したりしない

でください（カードとカードの間には目安としてひも一本の
太さぶんの隙間を空けましょう）。

　•	フィールドひもと重ならないでください。
２．範囲ひもで動物カードをかこみます。
　範囲ひもで囲む際には以下のルールを守ってください。
　•	動物カードの上にひもが掛からないようにしてください。
　•	範囲ひもを交差させたり、重ねたり、２重・３重などにしな

いでください。
　•	いま置いた動物カードを含めてください。
３．範囲ひもで囲んだ動物カードから点数を獲得します。
　この手番に置いた動物カードに書かれた 3つの属性それぞれに
ついて、その属性と同じ動物を数えます。その数だけ点数とし
て勝利点コインをもらいます。
　例えば、この手番にライオン（肉食、夜、ネコ）を置きました。
ひもで囲んだ中にこの手番で置いたライオンと、ブチハイエナ
（肉食、夜、特殊）とアフリカゾウ（草食、昼、特殊）がいました。
　まず食性を見ます。肉食はライオンとブチハイエナで 2勝利点、
活動時間はライオンとブチハイエナで 2勝利点、種類はライオ
ンのみで 1勝利点となり、合計 5勝利点となります。
４．自分の調査コマを今回囲んだ動物カードの１つに置きます。
その動物カードにかかれている点数を勝利点コインで獲得しま
す。
５．範囲ひもを取り外して、自分の左の人に渡します。
　なるべく動物カードが動かないように両手で気をつけて取り外
しましょう。

【ゲームの終了】
全員が 4回ずつ手番を行ったらゲームは終了です。
勝利点コインを数えて、最も多くの勝利点を獲得していた人が勝
利です。

このたびはお買い上げ頂きありがとうございました。ご意見・ご感
想はOKAZU（okazubrand@gmail.com）までお願いいたします。
制作：OKAZU	brand（最新情報はこちらへ　http://okazubrand.
seesaa.net/）
ゲームデザイン：林尚志（OKAZU）
グラフィックデザイン：ryo@にゃも　マニュアル校正：HAL99
テストプレイ：いつものメンバー　カード印刷：㈱エースプリント	
貼箱作成：㈱ライブボックス


