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のあそびかた

ここはカピバラたち
が暮らす平原。
今年はかぼちゃが
大豊作。

ここはカピバラたち
が暮らす平原。
今年はかぼちゃが
大豊作。

かしこい子ザルに
指揮してもらって

かっこいい隊列を作り
他の群れより多くの

かぼちゃを手に入れよう！

かしこい子ザルに
指揮してもらって

かっこいい隊列を作り
他の群れより多くの

かぼちゃを手に入れよう！

●カピバラカード…70枚
　A～D…各16枚　E…6枚
●かぼちゃカード…30枚
●ボーナスカード…5枚
●子ザルカード…4枚
●スタートプレイヤーカード…1枚

●カピバラカード…70枚
　A～D…各16枚　E…6枚
●かぼちゃカード…30枚
●ボーナスカード…5枚
●子ザルカード…4枚
●スタートプレイヤーカード…1枚

●テーブルの真ん中に……●テーブルの真ん中に……

●各プレイヤーに……●各プレイヤーに……

←前進←前進

子ザルカードが左に移動することを「前進」、右に移動する
ことを「後退」と呼びます。
子ザルカードが左に移動することを「前進」、右に移動する
ことを「後退」と呼びます。

１．カピバラカードの場を流す（任意）１．カピバラカードの場を流す（任意）

２．アクション（必須）２．アクション（必須）
A. カピバラカードの獲得A. カピバラカードの獲得

B. かぼちゃカードの獲得B. かぼちゃカードの獲得

後退→後退→

カピバラカードの山から５枚めくり、
カピバラカードの場を作る。
カピバラカードの山から５枚めくり、
カピバラカードの場を作る。

カピバラカード、かぼちゃカードそれぞれ
をよく混ぜ、裏向きの山を作ります。
カピバラカード、かぼちゃカードそれぞれ
をよく混ぜ、裏向きの山を作ります。

子ザルカード1枚子ザルカード1枚

1歩以上前進…1枚獲得
3歩以上前進…2枚獲得
5歩以上前進…3枚獲得

1歩以上前進…1枚獲得
3歩以上前進…2枚獲得
5歩以上前進…3枚獲得

手札か場のかぼちゃカードを１枚選び、書かれている条件を満たすように子ザルカードを前進させます。
選んだかぼちゃカードに、
手札か場のかぼちゃカードを１枚選び、書かれている条件を満たすように子ザルカードを前進させます。
選んだかぼちゃカードに、
・A～Eのカピバラが書かれている場合・A～Eのカピバラが書かれている場合 ・左矢印に数字が書かれている場合・左矢印に数字が書かれている場合

子ザルカードを左にその歩数前進させます。子ザルカードを左にその歩数前進させます。

選んだかぼちゃカードを獲得し、
自分の前にウラ向きにして並べて
おきます。

選んだかぼちゃカードを獲得し、
自分の前にウラ向きにして並べて
おきます。

どちらの場合もカピバラカードはそのまま！
ゲームが終了するまでカピバラは列を作ったままです。
どちらの場合もカピバラカードはそのまま！
ゲームが終了するまでカピバラは列を作ったままです。

AA
BB
AA
BB

E
BD
E
BD

子ザルを左に好きなだけ前進させて、それらの
カピバラがすべて含まれるようにしてください。
子ザルを左に好きなだけ前進させて、それらの
カピバラがすべて含まれるようにしてください。

条件とは関係ないカピバラ上を連続で3歩移動させる
ごとに1枚の好きなカピバラの代わりとなります。
条件とは関係ないカピバラ上を連続で3歩移動させる
ごとに1枚の好きなカピバラの代わりとなります。

どれか
１回
どれか
１回

場から
２枚獲得！
場から
２枚獲得！

……子ザルカードを前進させ、場からカピバラカードを１～３枚獲得します。……子ザルカードを前進させ、場からカピバラカードを１～３枚獲得します。

……かぼちゃカードの条件を満たすように子ザルカードを前進させます。……かぼちゃカードの条件を満たすように子ザルカードを前進させます。

このゲームではカピバラの列の上を子ザルカードが移動します。このゲームではカピバラの列の上を子ザルカードが移動します。
子ザルカードの位置は、カピバラの列の2枚のカードの間、
右端、左端のいずれかを矢印が指すように置いてください。
子ザルカードの位置は、カピバラの列の2枚のカードの間、
右端、左端のいずれかを矢印が指すように置いてください。

ゲームはスタートプレイヤーから
時計回りに進行し、終了条件を
満たしたらゲーム終了に向かいます。

ゲームはスタートプレイヤーから
時計回りに進行し、終了条件を
満たしたらゲーム終了に向かいます。

自分の手番になったら以下の 4つの手順を順番に行います。自分の手番になったら以下の 4つの手順を順番に行います。

以下のA～Cのアクションのうち1つを実行します。以下のA～Cのアクションのうち1つを実行します。
カピバラカード３枚カピバラカード３枚

3の面を
オモテにする
3の面を
オモテにする

山から引いた順で
左から並べる
山から引いた順で
左から並べる

スタートプレイヤーカードを
受け取ります
スタートプレイヤーカードを
受け取ります

時計回りに
２番手、３番手
……となります。

時計回りに
２番手、３番手
……となります。

どちらかの端でも、
カードの間でもよい
どちらかの端でも、
カードの間でもよい

自分だけ
見て
確認する

自分だけ
見て
確認する

獲得したカードは子ザルの
位置から後ろのどこかに加える
獲得したカードは子ザルの
位置から後ろのどこかに加える

獲得したカードの
順番は選んでよいが、
まとめて同じ位置に
加えましょう

獲得したカードの
順番は選んでよいが、
まとめて同じ位置に
加えましょう

ウラ向きだけど枚数は全員に
見えるように！
ウラ向きだけど枚数は全員に
見えるように！

・子ザルが先頭にいたり、
　前にいるカピバラが足りなくて
　進めない場合は、できません

・子ザルが先頭にいたり、
　前にいるカピバラが足りなくて
　進めない場合は、できません

カピバラカードの場のうち4枚以上が同じカードだった場合、
カピバラカードの場のカード5枚を全て捨てて、
山から5枚カードを引いて場に並べます。（また4枚以上が
同じカードになっても、もう同じ手番ではやり直せない）

カピバラカードの場のうち4枚以上が同じカードだった場合、
カピバラカードの場のカード5枚を全て捨てて、
山から5枚カードを引いて場に並べます。（また4枚以上が
同じカードになっても、もう同じ手番ではやり直せない）

←やりたくなければやらなくてもいい！←やりたくなければやらなくてもいい！

各プレイヤーの前には、
カードが 10～20 枚程度
並ぶスペースを確保、
かぼちゃカードを重ねて
置く場所（カード 1枚分）
も確保しましょう。

各プレイヤーの前には、
カードが 10～20 枚程度
並ぶスペースを確保、
かぼちゃカードを重ねて
置く場所（カード 1枚分）
も確保しましょう。

次の人へ次の人へ

かぼちゃカードの山から５枚めくり、
かぼちゃカードの場を作る
かぼちゃカードの山から５枚めくり、
かぼちゃカードの場を作る

ボーナスカードはウラにしてよく混ぜ
1枚めくる。残りは使わないので箱にしまう。
ボーナスカードはウラにしてよく混ぜ
1枚めくる。残りは使わないので箱にしまう。

一番カピバラをかわいいと思うプレイヤーが
スタートプレイヤー（1番手）となります。
一番カピバラをかわいいと思うプレイヤーが
スタートプレイヤー（1番手）となります。

各プレイヤーは自分の子ザルカードを
カピバラの列の上に置きます。
各プレイヤーは自分の子ザルカードを
カピバラの列の上に置きます。

カピバラカードの場、かぼちゃカードの場が
５枚ずつになるように補充する。
カピバラカードの場、かぼちゃカードの場が
５枚ずつになるように補充する。

一番右のカードの右端に来るように！一番右のカードの右端に来るように！

順番が最後の人から逆順で１回ずつ①と②をやります。
＊全員が終わるまで山から補充はしません！
順番が最後の人から逆順で１回ずつ①と②をやります。
＊全員が終わるまで山から補充はしません！
①カピバラカードの場から
1枚選び自分のカピバラの
列に１枚加える

①カピバラカードの場から
1枚選び自分のカピバラの
列に１枚加える

②かぼちゃカードの場から
1枚選んで手札に加える
②かぼちゃカードの場から
1枚選んで手札に加える

捨て場
置き場
も確保

捨て場
置き場
も確保

●マニュアル（この紙）…1枚●マニュアル（この紙）…1枚

プレイ人数：２～４人
プレイ人数：30分
　推奨年齢：８歳以上

ばら



11

「２カピ」
同じカピバラカードがちょうど2枚並んでいる毎に1点獲得
します。3枚以上並んでしまった場合は、得点できません。

ボーナスカードの一覧

22

「３カピ」
同じカピバラカードがちょうど3枚並んでいる毎に2点獲得
します。4枚以上並んでしまった場合は、得点できません。

33

「4カピ」
同じカピバラカードがちょうど4枚並んでいる毎に3点獲得
します。5枚以上並んでしまった場合は、得点できません。

11

「1種類の枚数」
カピバラカードをA～Dのうち1種類選び、その枚数と同じ
分得点します。
※カピバラカードの並びの位置は関係ありません。

22

「4種類セットの枚数」
カピバラカードA・B・C・Dが全て1枚ずつあるごとに2
点獲得します。
※カピバラカードの並びの位置は関係ありません。

当マニュアルの、絵・文の無断転載、引用、複製をお断り
いたします。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：Hisashi Hayashi（OKAZU）
グラフィックデザイン：ryo_nyamo ライティング：HAL99
テストプレイ：いつものメンバー　

3 4

子ザルカードをウラ向き（4と書かれた側）
にしましょう！
子ザルカードをウラ向き（4と書かれた側）
にしましょう！

「B．かぼちゃカードの獲得」で自分の手札
のかぼちゃカードを獲得した場合、もしくは、
かぼちゃカードを3枚獲得した時点で
子ザルが成長します！

「B．かぼちゃカードの獲得」で自分の手札
のかぼちゃカードを獲得した場合、もしくは、
かぼちゃカードを3枚獲得した時点で
子ザルが成長します！

A. いずれかのプレイヤーが
　かぼちゃカードを5枚獲得する
A. いずれかのプレイヤーが
　かぼちゃカードを5枚獲得する

B. カピバラカードの山、捨て札置き場にカードがなく、
　カピバラカードの場に4枚以下のカードしかない状況になる。
B. カピバラカードの山、捨て札置き場にカードがなく、
　カピバラカードの場に4枚以下のカードしかない状況になる。

最後手のプレイヤーまで手番を行った後、全員もう1回
ずつ最後の手番を行います。その後、得点計算を行います。
最後手のプレイヤーまで手番を行った後、全員もう1回
ずつ最後の手番を行います。その後、得点計算を行います。

カピバラカードの山がなくなったら捨て札置き場のカードをよく混ぜて山を作ります。カピバラカードの山がなくなったら捨て札置き場のカードをよく混ぜて山を作ります。

以下のA.B. の２つのうち、いずれかの条件が満たされた場合ゲームは終了に向かいます。以下のA.B. の２つのうち、いずれかの条件が満たされた場合ゲームは終了に向かいます。

各プレイヤーは以下の処理を行います。各プレイヤーは以下の処理を行います。
１．（あれば）手札のかぼちゃ
　カードを捨て札にします。
１．（あれば）手札のかぼちゃ
　カードを捨て札にします。

合計得点の一番高いプレイヤーの勝利です。
同点の場合、その中で子ザルカードがカピバラカードの列の上で
いちばん右にあるプレイヤーの勝利です。
それでも同点の場合、引き分けです。勝利の喜びを分かち合ってください。

合計得点の一番高いプレイヤーの勝利です。
同点の場合、その中で子ザルカードがカピバラカードの列の上で
いちばん右にあるプレイヤーの勝利です。
それでも同点の場合、引き分けです。勝利の喜びを分かち合ってください。

２．獲得したかぼちゃカード
　の得点を計算します。
２．獲得したかぼちゃカード
　の得点を計算します。

３． 自分のカピバラカードの列を確認し、
　ボーナスカードの条件を満たすごとに
　得点します。

３． 自分のカピバラカードの列を確認し、
　ボーナスカードの条件を満たすごとに
　得点します。

……カピバラの列にある子ザルカードを
　0歩から最大歩数まで右に後退させます。
……カピバラの列にある子ザルカードを
　0歩から最大歩数まで右に後退させます。

……カピバラカードの場、かぼちゃカードの場が５枚ずつになるように山から補充する。……カピバラカードの場、かぼちゃカードの場が５枚ずつになるように山から補充する。

最大歩数は子ザルカードに
書かれています。
（初期状態だと3歩、
子ザルが成長すると4歩）

最大歩数は子ザルカードに
書かれています。
（初期状態だと3歩、
子ザルが成長すると4歩）

ただし、カピバラの列の
最後尾（一番右のカード
の右端）に到達したら
それ以上後退できません。

ただし、カピバラの列の
最後尾（一番右のカード
の右端）に到達したら
それ以上後退できません。

C. 子ザルの後退C. 子ザルの後退

終了条件を
満たした
プレイヤー
から

終了条件を
満たした
プレイヤー
から 最後手までやって…最後手までやって… 最後にもう一周最後にもう一周

得点
計算
得点
計算

※ボーナスカードの詳細は次ページ
【ボーナスカードの一覧】を参照ください。
※ボーナスカードの詳細は次ページ
【ボーナスカードの一覧】を参照ください。

３．場札の補充（必須）３．場札の補充（必須）


