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フリッケンアップ！　シナリオブック



シナリオ

この冊子には、何度でも遊べるオリジナルシナリオが10個収録されています。
書かれている通りに遊んでもいいですし、自分たちなりに工夫してもいいでしょう。
各シナリオでは、西部地方の新しい町と、騒々しくも新鮮な冒険をプレゼントします。
銀行強盗、決闘、または、ダムゼル・イン・ディストレス（囚われの女性）など、
各冒険は、あなたが大好きな西部フリック（西部劇）アクションをお約束します。

もし、あなたが西部地方を初めて冒険する場合は、最初のシナリオから始めて、番号順に進めていくことを我々はオススメします。
もし、あなたが経験豊かなガンスリンガーであれば、フリッケンアップ！は、
あなた自身の都市やシナリオを作成するのに必要な全てを揃えてあります！

我々は、あなたのシナリオ、都市、そして他のアイデアなどを、このメールアドレスを通じて共有することをオススメします：
info@pretzelgames.com

各シナリオは、下記の情報が含まれています：

我々は、ルールブックに記されているルールに加え、シナリオに導入される追加ルールについて注意を払うよう記載しています。進めた先
のシナリオは、以前にプレイしたシナリオで導入された追加ルールを使用する事があるので、番号順にシナリオを遊ぶことをオススメしま
す。各追加ルールには関連付けられているアイコンがあり、後のラウンドでそのルールが適用されるか、されないかが示されています。

Lawless

• シナリオの背景にあるストーリー

• 各チームの目的

• アクションを行う場所が示されている都市マップ

• 内容物の配置情報

• 各カウボーイ/中立の人形コマの、ヒットポイント数

• セットする時計の時刻

• ゲームの終了条件

• シナリオによる追加ルール

2

銀行

アウトロー 法執行官 男性＆女性

金袋 ヒットポイント コルト
ピストル

綺麗な水/毒水

ダイナマイト 主導権

タル フェンス サボテン回転草

保安官事務所 市役所雑貨屋葬儀屋酒場

ウィンチェスター
ライフル
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シナリオの概要
S1 - ヴァルデン湖の銃撃戦

S2 - ホットクリークの決闘

S3 - 強盗

S4 - チャルディングの金塊

S5 - レッドワトピの陰謀

S6 - これは罠だ！

S7 - 虐殺の目撃者

S8 - さらわれた一人娘！

S9 - 正義 VS 復讐

S10 - 千の無法者

ヴァリアントルール p. 24

Waldon Lake

Hotcreek

Chalding

Dark Town

Red Watopi

Southwick

San Rafael
Angelino

Watakee
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ヴァルデン湖

ホットクリーク

ダークタウン

チャルディング

レッドワトピ

サウスウィック

ワタケイ

サンラファエル

アンジェリーノ



クーパー家は、アウトローたちを町に招き入れました。
保安官と法執行官たちは、アウトローたちに冷徹な歓迎を用意していました。クーパー家の評判はこう広まっています：

彼らはどこにいても、辺りを荒らし回るというものです。
保安官は彼が町から出ていくように促しますが、クーパー家はそれを聞き入れません。

緊張が一気に高まり、ついに戦いは町の中央で勃発します！

目的：

法執行官
アウトローを3人殺す

アウトロー法執

行官を3人殺す

Gunf ght t Waldon Lake a 
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ヴァルデン湖の銃撃戦

Clock（時計の時刻）: 6：00にセット

Hats（ハット）: 赤色の面を上にセット

シナリオ01



特別ルール
全ての建物にはバリケードが置かれています。建物に入ることは出来ません。

ゲームの終了条件
1チームにいるカウボーイを3人失ったら、すぐにゲームは終了します。もしくは、時計の針が真夜中を指すと、ゲームは終了
します。最も多くカウボーイが生き残っているチームが勝利します。同点の場合は、最も多くヒットポイントが残っている
チームが勝利します。
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町は意見の相違によって、苦しんでいます。町の住人の大半は保安官を支持しており、クーパー家の逮捕がすぐにでも行わ
れると考えていました。しかし、クーパー家の恐ろしきリーダー、ビッグダディ・クーパーを支持する者も少なからず居る

のです。幸いにも、クーパー家の息子たち数人は、ビッグダディ・クーパーが企てる計画はやりすぎていると思い、
差し迫っている危機を保安官に警告します。

今晩、ビッグダディ・クーパーは、保安官が1人で家に居るところを襲うつもりだったのです。

目的：

法執行官：

ビッグダディを殺す。

アウトロー：
保安官を殺す。

Duel at Hotcreek
シナリオ02
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追加ルール
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ホットクリークの決闘

Clock（時計の時刻）: 6：00にセット

Hats（ハット）: 赤色の面を上にセット



決闘
重要：このシナリオや、他のシナリオで行う決闘は以下を参照してください。
プレイヤーは決闘を解決するために必要な広さを確保しなければなりません。

各チームのカウボーイが最低でも1人づつ、合計で2人以上が、同じ建物を占領していた場合に決闘が発生しま
す。決闘を行うカウボーイ2人を、予め用意してあった決闘スペースの両端に、お互い向き合うように配置します
（右図参照）

最後に建物に入ったプレイヤーから、最初の
ラストショットを行います。もし、ラスト
ショットを外した場合は、敵プレイヤーのカ
ウボーイを前方に（移動ディスクの分だけ）
移動させ、敵プレイヤーがラストショットを
行います。プレイヤーたちは、2人のうち1人
のカウボーイがショットに当たるまで、交互
に撃ち合います。

カウボーイに当たった場合：

• カウボーイはヒットポイントを失います。カウ
ボーイが最後のヒットポイントを失った場合
は、ルールの「銃を撃つ」項目に則って、ゲー
ムから除外します。

• ・決闘に勝利したプレイヤーは、敵プレイヤーのカウボーイを倒した状態で建物の後ろに配置し、サポートブ
ロックの間を通り抜けるようにフリックします（フリックの前後では、被っているハットを取り外して、付け
直してください）
※訳注：カウボーイのコマを倒したままフリックして、建物の外に出して下さい。敗北したカウボーイは倒れ
た状態のままです。

• ゲームを通常通り続けます。

2人以上のカウボーイと決闘する場合：

上記のルールを適用した上で、同じチームのカウボーイたちは、敵のカウボーイが撃つ間に、
1人1発ずつ撃ちます。同じ1チームのカウボーイだけが建物に残ったら、決闘を終了します。

※訳注：1対複数人の場合は、まず、先攻のカウボーイが撃つ、
次に、後攻のチームのカウボーイが1人1発ずつ撃つ、また敵が撃つ。を繰り返すことになるようです。

法執行官
ゲーム開始時に、保安官はコルトピストルトークンを自分のインベントリに置きます。そして、保安官を酒場の前に配置します。

ゲームの終了条件
1つのチームが目的を達成したら、すぐにゲームは終了します。もしくは、時計の針が真夜中を指すと、ゲームは終了します。
保安官と、ビッグダディ・クーパーがお互い生き残っている場合は、最終決闘を行います。主導権トークンを持っているチームが、
最初に銃を撃ちます。

-追加ルール-
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訳注：ＢＧＧフォーラムより抜粋
決闘は建物の中で行われます。勝者は、敗者のカウボーイコマを、建物の外へフリックします。カウボーイのハットを外して、
コマを建物の入り口から出て行くようにフリックします。その後、そのカウボーイは倒れたままその場に留まり、背中にハット
を乗せておきます。敗北したカウボーイにアクションが残っていた場合は、プレイヤーはそのカウボーイを立ち上がらせ、アク
ションが行えます。決闘はアクションを消費しません。決闘に勝利したカウボーイ/カウボーイたちは、建物の中に居ます。決闘
にした勝利したカウボーイの中でアクションが残っていた場合は、建物の外へ出ることも出来ます。
建物には何人でも入れるようです。銃を2丁持っている場合は、2発撃っても、騎士道精神に乗っ取って1発しか
撃たなくても構いません。ゲームを始める前にお互いで決めてください。



クーパー家が再びやってきました。今回は、保安官が一家を現行犯で捕まえる前に、ダークタウンの郊外にある農場で飼育
されている牛を何匹か盗み出し、それらを売り払って大金を得てしまいました。しかし、クーパー家の少年たちは貪欲で
す。そして、愚かでもあります。彼らはビールを飲むため、そして、もう一仕事するために、ダークタウンの酒場に泊ま
り、保安官であるあなたが、自分たちのに気づく前に銀行を襲おうと計画していました。保安官とダークタウンの住人たち
は、少年たちに銀行強盗を簡単にはさせまいと動きます。彼らの銃はハンマー（激鉄）が起こされ、狙いをつけます・・・

正義のために！

目的：

法執行官
金袋7個を、銀行へ置く。

アウトロー
金袋7個を、酒場へ置く。

The Robbery
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シナリオ03

強盗

追加ルール

Clock（時計の時刻）: 5:00にセット

Hats（ハット）: 青色の面を上にセット



ゲームの終了条件
1チームが目的を達成した瞬間に、ゲームは終了します。時計が真夜中を指しても、ゲームは終了します：最も多く金袋を
建物に集めたチームが勝利します。
同点の場合は、チーム内のカウボーイによって運ばれた金袋を最も多く持っているチームが勝利します。
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駅馬車が、大量の金をチャルディングへ運んでいます。クーパー家の生き残りが、山に住むアウトローたちに加わったこ
とにより、チャルディングの町民たちは今にもアウトローたちの襲撃が来るのではと恐れています。ハンサムで賢い保安

官は金をいくつかに分けて、町の周りにある様々な建物の中へ隠すことにしました。保安官と勇気ある住人たちは、
交代で銀行に不振な事が起きないか、監視をしていました。しかし、老人であるパットが監視中に寝てしまいました！　

クーパー家が町に到着した時に、パットは目を覚まします。急いで、保安官！
あなたにピッタリな仕事が待ってますよ！

目的：

Chalding’s Gold

10

Clock（時計の時刻）: 5:00にセット

Hats（ハット）: アウトローは全員、青色の面を上

にセット；法執行官たちは赤色の面を上にセット。最
初の1時間だけ、法執行官たちは手番が行えません。
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シナリオ04

チャルディングの金塊

法執行官
アウトローの目的を防ぐ。

アウトロー
金袋5個を町の外まで持っていく。

追加ルール



アウトロー
中立の人形コマ（ピンクと、青）2個を、上図のように町の外へ置きます。このシナリオにおいて、彼らは手番を行いません。
彼らは、金が届けられるのを町の外で待っている共犯者です。

重要：第1ラウンドにおいて、アウトローたちは撃つアクションが行えません。

法執行官たちは、15枚のトークンを手に取ります。
金袋5枚、ヒットポイント5枚、コルトピストル3枚、そして、ダイナマイト2枚。
法執行官チームのスタートプレイヤーは、これらのトークンを任意に5枚づつ分けて、3つの山札を作ります。
市役所（Town Hall）、銀行（Bank）、酒場（Saloon）に、それぞれ1山札づつ配置します。

ゲームの終了条件
アウトローが目的を達成した場合、アウトローの勝利でゲームは終了します。時計が真夜中を指した場合、法執行官たちの勝利でゲー
ムは終了します。

撃つアクションと同じようにダイナマイトを使用して、カウボーイコマの隣に八角形のダイナマイ
トトークンを（図のように縦に立てて）配置します。プレイヤーはダイナマイトをフリックするこ
とによって、放り投げます。ダイナマイトが移動を終えると爆発し、範囲内（移動ディスク1個分

の幅）に居るカウボーイ、オブジェクト、または、建物にダメージを与えます。
爆発範囲内にあるオブジェクトはゲームから取り除かれます。

カウボーイは1ヒットポイントを失い、倒れます（次の手番が来るまで）　
爆発範囲内の建物に入っているカウボーイは、1ヒットポイントを失い、

建物のサポートブロックのどちらかの上に倒れた状態で配置されます（次の手番が来るまで）

使用したダイナマイトはゲームから取り除かれます。

共犯者に渡す
中立の人形コマから移動ディスク1枚分の幅に入った場合、

アクションを消費して中立人形コマにトークンを渡すことが出来ます。
渡したトークンは中立人形コマの下に置かれます。

移動の重要な例外：移動ディスクが中立人形コマに触れたとしても、倒していなければ、そ
の移動は成功したとみなされます。

-追加ルール-

ダイナマイト
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-追加ルール-



クーパー家が戻ってきました。彼らは町を支配しようと考え、住人たちが歯向かえないように、
水に毒を入れて弱らせる計画を企てます。

The Scheme at Red Watopi
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シナリオ05

レッドワトピの陰謀

目的：
法執行官
真夜中の時点で、2個以上のタルが浄化されている。

アウトロー
ラウンドの終わりに、3個以上のタルに毒が入っている。
綺麗な水/毒水トークンを下図の通りに、
タルの上に置いてください。
ゲーム開始時、毒がタル1個に入っています。

Clock（時計の時刻）: 8:00にセット

Hats（ハット）: アウトローは赤色の面を上に

セット；法執行官たちは青色の面をセット。
最初の1時間は、法執行官たちが手番を行えません。

追加ルール



重要：第1ラウンドにおいて、アウトローたちは撃つアクションが行えません。

ゲームの終了条件
時計が真夜中を指したら、ゲームは終了します。

毒と浄化
タルに毒を入れる：アウトローから、移動ディスク1個分の範囲にあるタルに対して、アクションを消費する

ことで、毒を入れられます。綺麗な水/毒水トークンを裏返して、毒水の面を表にします。

タルの水を浄化する：保安官から、移動ディスク1個分の範囲にあるタルに対して、アクションを消費するこ
とで、水を浄化します。綺麗な水/毒水トークンを裏返して、綺麗な水の面を表にします。

移動の重要な例外：移動ディスクがタルに触れたとしても、倒していなければ、
その移動は成功したとみなされます。
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-追加ルール-



プロのギャンブラーがポーカーで保安官に大敗し、笑い者にされました。
ギャンブラーは、保安官から自分の金を取り戻すために、

クーパー家を雇いました。

敵チームのカウボーイが3人死亡する。または、
ラウンドの最後のカウボーイが使用された後に、
敵チームのカウボーイが4人以上、死亡している、
または、倒れていたら、そのチームが勝利します。
もしくは、時計が真夜中を指した時点で、カウボーイが最
も多く生き残っているチームが勝利します。

It’s a Trap!
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シナリオ06

これは罠だ！

目的：
両チームにおいて

追加ルール

Clock（時計の時刻）: 8：00にセット

Hats（ハット）: 赤色の面を上にセット



保安官はウィンチェスターライフルを所持しており、彼は自分のオフィスで張り込んでいます。

ゲームの終了条件
1チームが目的を達成した時点で、ゲームは終了します。そうでない場合は、時計が真夜中を指した時点で、
ゲームは終了します。同点の場合は、最も多くヒットポイントを残しているチームがゲームに勝利します。

ウィンチェスターライフル

ウィンチェスターライフルで撃つ場合、
プレイヤーは必ずライフルバレルを使用しなければなりません。

ウィンチェスターライフルを撃つ場合：

• カウボーイの右、または左に、弾丸ディスク（灰色のディスク）1個分の隙間を空けて、

ライフルバレルを置きます。

• ライフルバレルを、あなたが撃ちたい対象のカウボーイに向けます。

• ライフルバレルに弾丸ディスクを置いて、それをフリックします。
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-追加ルール-



保安官は、クーパー家による残虐非道な行為を証明できる、重要な目撃者を見つけました。しかし、目撃者は負傷してしまい
ます。保安官と部下たちは、目撃者を市役所から、保安官事務所まで連れ出さなければなりません。連れ出す途中に、

目撃者安全な2つの場所に隠した、2つの重要証拠を回収しなければなりません。それは容易なことではありません
　-　クーパー家は町中におり、目撃者を連れ出すことは、クーパー家にとって重要なことだからです。

A Witne s to Slaughters 
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シナリオ07

虐殺の目撃者

目的：
法執行官
証拠を2つ回収し、保安官事務所に持っていく。

アウトロー
法執行官たちの目的を防ぐ。

Clock（時計の時刻）: 7：00にセット

Hats（ハット）: 青色の面を上にセット

追加ルール



法執行官チームは、4人の法執行官と、中立人形コマ1個で構成されています。保安官と目撃者は、市役所に配置されま
す。

法執行官チームは、トークンを6個持ちます（コルト3個、書類2個と、ダイナマイト1個）。
法執行官たちはその中から2個を選び、各建物に配置します：酒場、葬儀屋、雑貨屋。書類2個は、
重要な証拠となります。

ゲームの終了条件。
法執行官が目的を達成すれば、法執行官チームの勝利でゲームは終了します。証拠2個を回収する前に証人が死亡する、
または、時計が真夜中を指した場合、アウトローチームの勝利でゲームは終了します。

目撃者

目撃者は番号が付いているハットを被っている他のカウボーイと同じようにアクションを行いま
す。彼は武器が持てず、撃つアクションが出来ません。

証拠となるトークン2個を回収できるのは、彼しか行えません。

目撃者だけが、裏面になっている証拠を回収し、彼のインベントリに置くことができます一度、
目撃者が獲得した証拠は、他のカウボーイで運ぶことが出来ます。

証人が居る場合、決闘のルールに変更が加えられます。
もし、建物の中に目撃者とアウトローが居る場合、決闘は行われません。　
-　目撃者はヒットポイントトークンを失い、建物から追い出されます。

もし、建物の中に目撃者と1人以上の法執行官と、
アウトローがいる場合は、通常通り決闘が行われます。

証拠品
証拠品を運んでいるコマ（カウボーイ、または、目撃者）が撃たれた場合、

彼らはすぐに証拠を落とします。運んでいた証拠品は、撃たれたコマに最も近い、
立っているコマ（インベントリにスペースがあるコマ）に回収されます。

もし、撃たれたコマが証拠品を2個運んでいた場合は、
撃たれたコマに最も近い、立っているコマ（インベントリにスペースがあるコマ）2個に、

それぞれ回収されます。

重要：目撃者だけが、裏向きの証拠品を回収できます。もし、両方の証拠品を取り戻す前に目
撃者が殺されてしまった場合、法執行官が目的を達成することは不可能になります。

この場合、すぐにアウトローが勝利します。
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ヴァルデン湖で最も裕福な経営者の一人娘がクーパー家に誘拐されてしまいました。クーパー家が、サンラファエルの町
に到着します。そこで、一人娘はクーパー家の手から逃れ、町にある建物の1つに隠れました。クーパー家は、保安官が到
着する前に彼女を見つけ出そうと、町にある建物を探し回ります。一方、裕福な経営者は保安官に状況を知らせました。

彼らが求めている彼女は、この中に1枚あります！

• 早期勝利条件：一人娘を保安官事務所に移動させる。

• 一人娘を、1人の法執行官が護衛している状態で、

時計が真夜中を指す。

Kidnapped!
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シナリオ08

さらわれた一人娘！

目的：
法執行官

アウトロー
一人娘をアウトローが連れ出している状態で、
時計が真夜中を指す。

Clock（時計の時刻）: 3：00にセット

Hats（ハット）: 青色の面を上にセット

追加ルール



人質トークンと、コルトトークン5枚をシャッフルします。そして、以下の建物にトークンを裏向きで2枚づつ配置しま
す：酒場、雑貨屋、銀行。

プレイヤーがトークンをめくって、それが人質だった場合は、人質トークンが置かれていた建物に、ピンク色の中立の
人形コマ（一人娘）と、娘を見つけたカウボーイを置きます。人質トークンはゲームから除外します。

重要：娘を見つけたカウボーイは、見つけた手番時に追加アクションを行います。

両チーム共に、娘を撃つことが出来ます。娘に弾丸が当たった場合、弾丸を当てたカウボーイのチームはすぐに敗北し
ます。

ゲームの終了条件
保安官事務所に娘を連れて行くと、法執行官チームの勝利でゲームは終了します。そうでなければ、時計が真夜中を指
したら、ゲームは終了します。

人質
人質のコマ（ここでは、娘）は、カウボーイに護衛されます。

カウボーイが移動アクションを行うと、人質もその動きに合わせて移動します。

人質に付き添っているカウボーイが撃たれたら、そのカウボーイは人質と別れます。
人質は最も近くに立っているカウボーイのもとへ置かれます。

人質はカウボーイとして扱いません。

決闘ではカウボーイだけが参加します。
決闘が解決されると、人質は決闘の勝者の所に置かれ護衛されます。
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クーパー家の長は、体調を崩していました。
保安官と法執行官たちは、クーパー家の家長に多数の告訴を行い、家長の命をその罪の代償として支払わせるつもりです。

しかし、クーパーたちは戦いに現れません。いいえ！　彼らは家長を守るために逆襲を企ているのでした。

Justice vs Vengeance
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シナリオ09

正義 VS 復讐

目的：
法執行官
真夜中の時点で、

家長を絞首台にあるタルの上に立たせておく。

アウトロー
真夜中の時点で、
家長が1人のアウトローに護衛されている。

Clock（時計の時刻）: 7：00にセット

Hats（ハット）: 青色の面を上にセット

追加ルール



タルの上に、青色の中立の人形コマ（家長）を配置します。

重要：アウトローたちが撃つアクションを初めて行うまで、法執行官たちは撃つアクションが行えません。

ゲームの終了条件
時計が真夜中を指すと、ゲームは終了します。家長がタルの上にいる場合、彼は絞首刑にされ、法執行官たちが勝利しま
す。家長がアウトローに護衛されている場合、彼は救出され、アウトローたちが勝利します。家長が法執行官に護衛され
ている場合、勝者を決めるために、最後の決闘を行います。主導権を持っているチームから撃ち始めます。

絞首台
家長を絞首台から開放するには、アウトローがライフルで撃つアクションを行い、
絞首台のロープを切らなければなりません。ライフルで発射された弾丸によって、

タルから家長が落ちれば、家長は解放されます。
最も家長に近い、立っているカウボーイがアウトローだった場合、そのアウトローが家長を護衛します。

最も家長に近い、立っているカウボーイが法執行官だった場合、
家長は初期位置である絞首台に戻されます。

家長を絞首台に戻すには、家長を護衛している全てのアウトローを法執行官が倒し、絞首台まで家長を護
衛しながら連れて行かなければなりません（タルから、移動ディスク1枚分の範囲へ連れて行きます）　

法執行官は家長をタルに戻すために、アクションを消費しなければなりません。
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クーパー家はローレスの町に凄惨な襲撃を行うため、
遠い土地にまで範囲を広げ、何百人ものアウトローたちを雇いました。

1,000 Outlaws
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シナリオ10

千の無法者

目的：
このシナリオは2つのフェイズで構成されます。

2つのフェイズ間でプレイヤーはチームを交換します。
法執行官たちが最も多く生き残っていたチームが勝利し
ます。同点の場合は、最も多くアウトローたちを殺した
チームが勝利します。

追加ルール

Clock（時計の時刻）: 8：00にセット

Hats（ハット）: 赤色の面を上にセット



アウトローはサプライから、ダイナマイト、ウィンチェスターライフルをそれぞれ2個まで獲得できます。

最初の移動を行う前に、これらのトークンを1個以上、アウトローのインベントリに置くことが出来ます。

重要：建物に入ることは禁止されています。

ゲームの終了条件
各フェイズでは、全ての法執行官たちが殺されている、または、時計が真夜中を指していた場合に終了します。
2つのフェイズが完了すると、ゲームは終了します。

ヒント：法執行官が最も多く生き残ったチームが勝利します。同点の場合は、最も多くアウトローを殺したチームが勝利
します。各チームは任意の方法で、ラウンド中に殺したアウトローの数を記録しておいて下さい。
（例：死亡したアウトローのヒットポイントを集めておく）

猛攻撃
各アウトローは、1ヒットポイントしか持っていません。

アウトローが殺された際、すぐに新しいアウトローを置き直します。
殺されたアウトローのコマは、1ヒットポイントを持たせて、

ゲーム開始時と同じように町の外に置きます。

重要：トークンを持っているアウトローが殺された場合、そのトークンは失われます。
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ヴァリアント

このヴァリアントでは、カウボーイたちが特殊能力を持ちます。特殊能力は、チーム内にいる1人以上のカウボーイに与え
ることが出来ます。特殊能力を用いる場合は、カウボーイのタイルを裏返して、特殊能力アイコンが描かれている面にしま
す。

跳弾：このカウボーイの弾丸は、オブジェクト、または、建物に跳ね返ってから、カウボーイに当てることが出来ます。

マリガン：1手番に1回だけ、移動ディスクのフリックをやり直せます。

注意：これらの特殊能力は、経験豊富ではないプレイヤーとの差を釣り合わせて、ゲームバランスを取るために用いることが出来ます。

注意：敵チームのタイルも混ぜて、両チームのカウボーイに、それぞれの特殊能力を用いることができます。
※訳注：跳弾とマリガンの能力を同じチーム内で使いたい場合に、混ぜて遊ぶようです。
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