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献辞
　「マイス＆ミスティクス」と共に、

友人や家族が冒険と英雄的行為の

夜のために集まり、しばしのあいだ、

小さいことが世界を変えられないことを

意味しない場所へと旅することが

私の望みです。

　このゲームを私の小さな冒険者、

ジェンナとオーウェンに捧げます。

君たちの勇気には謙虚な気持ちにさせられました。

内容物
ルールブック１冊

ストーリーブック１冊

ネズミ英雄フィギュア６体

配下フィギュア 16体

ストーリー管理ボード１枚

部屋タイル（両面仕様）８枚

ネズミ能力カード 30枚

探索カード 71枚

遭遇カード 18枚

ネズミ英雄カード６枚

アクションダイス５個

カウンター類２シート分
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はじめに
　「マイス＆ミスティクス」（以下「Ｍ＆Ｍ」）のルールブックへようこそ。このルールブックはあなたにゲームの遊び方を教えますが、「Ｍ

＆Ｍ」ストーリーブックと共に使うよう意図されています。「Ｍ＆Ｍ」ストーリーブックの各章には特別な準備と、その章に適用される

特別ルールが記されています。ストーリーブック「後悔と思い出」はこのゲームに含まれています。

　「Ｍ＆Ｍ」では、プレイヤーがあらゆる種類の刺激的な冒険を楽しめる簡単なルールを使います。各章には独特の物語を作る機会を与

える特別ルールがあります。プレイするときにこの特別ルールを読んでいたら、ゲームの進行が遅くなるかもしれません。このため、他

のプレイヤーとこのゲームをプレイする場合、事前にその章のルールを復習し、必要なときに特別ルールを指し示して、他プレイヤーが

その章を読む手助けをするといいでしょう。このちょっとした努力は、楽しく、味わい深く、全体的に円滑なゲームをするのに役立ちます。

ゲームの目的
　「Ｍ＆Ｍ」は１～４人プレイ用の協力冒険ゲームです。プレイヤーは冒険するネズミとなります。物語が進展するにつれて相互に関わ

り合ういくつかの章を通じ、ネズミたちはチームワーク、勇気、そして少しの幸運を用いて道を切り拓いていくでしょう。

１．ネズミ名：このネズミの名前です。

２．ネズミクラス：ほとんどの能力と一部のアイテムは、特定の

クラスのネズミのみ使うことができます。一部のネズミは２

つのクラスを持っており、両方のクラスの能力とアイテムを

使うことができます。

３．戦闘力：武器を使って攻撃する能力を表しています。

４．防御力：このネズミの生まれつきの防御力を表しています。

５．知識値：このネズミの知識レベルを表しています。

６．移動力：このネズミがどれほど素早く動き回れるかを表して

います。

７．能力：このネズミが実行できる特別なことです。

８．初期装備：別記ない限り、ネズミはこれらのカードを各章の

開始時から装備しています。

９．生命点：このネズミが捕らえられるまでに受けることのでき

る負傷の数です。

ネズミ英雄カード 手番順カード
　手番順カードにはネズミ手番順カードと配下手番順カードの２

種類があります。ネズミ手番順カードにはネズミの名前と絵があ

り、その能力の簡単なサマリーが書かれています。配下手番順カー

ドには関連する配下（たち）の能力が書かれています。下図は配

下手番順カードの例です。

１．名前：この手番順カードに属する配下の名前です。

２．能力：この種類の配下に適用される特別ルールです。

３．戦闘力：この配下が攻撃するときに振るアクションダイスの

数です。

４．防御力：この配下が防御するときに振るアクションダイスの

数です。

５．生命点：この種類の配下を倒すために与えなければならない

負傷の数です。
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アクションダイス

　アクションダイスの各面にはさまざまなシンボルがあります。

剣 、弓 、盾 は戦闘時に使い、数字は移動時に使い、

はさまざまなことに（主にネズミが困難を乗り越えたかどうかを

判定するために）使います。

探索カード

　探索カードには以下のようないくつかの種類があります。

１．アイテム：背負い袋に入れて持ち歩くことができ、カードの

指示に従って使うことができるものです。ネズミはアイテム

を３つまで持つことができます。一部のアイテムには使用条

件があります。ネズミはそのアイテムを使うために使用条件

を満たさなければなりません。

２．策略：敵に対して優勢を得るため、保持しておいてあとで使

うことができるものです。策略はどの装備スロットも、背負

い袋スペースも必要としません。

３．イベント：ネズミの助けとなったり、邪魔になったりするも

のです。イベントは引いたら即座に解決されます。

４．パーティーアイテム：各パーティーアイテムには、本書の

20 ページに書かれている特別ルールがあります。パーティー

アイテムは全ネズミの共有物で、どのネズミの背負い袋ス

ペースも必要としません。

５．武器／防具／装身具：ネズミは冒険の役に立つ防具や装身具

を装備することができます。武器を装備しない限り、ネズミ

は攻撃することができません。

１．名前：この武器の名前です。

２．遠距離武器／白兵戦武器シンボル：この武器が射撃と白兵戦

のどちらで使えるのかを示したシンボルです。この武器が与

えるボーナス（追加ダイス数）も示されています。

３．種別：この武器による攻撃の種別です。一部の配下は特定の

攻撃種別に耐性があります。

４．能力：この武器に適用される特別ルールが記されています。

５．必要な手：この武器を使うためにいくつの手が必要かを示し

た図です。ほとんどのネズミは手を２つしか使えません。

６．その他の必要条件：この武器を使うために必要なクラスや条

件が記されています。

１．名前：この防具の名前です。

２．ボーナス：装備時にこの防具が与えるボーナス（追加ダイス

数）です。

３．能力：この防具に適用される特別ルールが記されています。
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４．必要な装備スロット：この防具がネズミの身体のどの部分に

装備されるかを示した図です。ネズミはスロットごとに１つ

の防具だけを装備することができます。

５．その他の必要条件：この防具を使うために必要なクラスや条

件が記されています。

１．名前：この装身具の名前です。

２．能力：この装身具が与えるボーナスや、この装身具に適用さ

れる特別ルールが記されています。

３．その他の必要条件：この装身具を使うために必要なクラスや

条件が記されています。

遭遇カード
　遭遇カードは２種類あります（地の色が異なっています）。遭

遇カードは、ネズミが新たな部屋タイルに入ったときに出会う

配下の種類を決めるため

に使います。ネズミが直

面する遭遇は、その遭遇

が発生したときに砂時計

マーカーがどのページス

ペースにあるかによって

決まります。また、遭遇

カードはネズミが乗り越

えなければならない次の

ランダムサージ（17 ペー

ジ「サージ」の項参照）

も決めます。

能力カード

　ゲーム開始時、プレイヤーは登場するネズミごとに能力カード

を１枚選びます。ネズミはレベルアップによってさらなる能力

カードを得ることができます。

１．必要条件：このカードを使うために、ネズミはクラス条件を

満たさなければなりません。

２．能力：この能力に適用される特別ルールが記されています。

３．コスト：この能力を使うために、ネズミが支払わなければな

らないチーズトークンの枚数です。

その他のマーカー類

　ゲーム中に使うさまざまなマーカー類があります。
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ストーリー管理ボード
１．章トラック：各章の開始時、砂時計マーカーをこのトラック

のページ１に置き、章終了マーカーをプレイしている章に示

されているページに置きます。ネズミが章の勝利条件を満た

す前に砂時計マーカーが章終了マーカーに到達した場合、ネ

ズミはその章で敗北します。

２．配下チーズホイール：配下が獲得したチーズトークンを置く

場所です。ホイールが満たされると配下のサージが発生しま

す (17 ページ「サージ」の項参照）。

３．探索デック：探索カードの山札を置く場所です。

４．遭遇デック：遭遇カードの山札を置く場所です。

５．共有財産スペース：ネズミが見つけたパーティーアイテムに

関連するトークンを置く場所です。

６．手番順トラック：手番順を示すために手番順カードを置くト

ラックです。

３．反転スペース：ネズミは反転スペースで「調査」アクション

を実行して、タイルを裏返すことができます。

４．ネズミ捕りスペース：赤いＸシンボルのあるスペースはネズ

ミ捕りスペースです。一部の遭遇カードや、ストーリーブッ

クの「章の準備」の項で配置されるネズミ捕りはこれらのス

ペースに置かれます。

　注意：“ タイル ” と “ スペース ” を混同しないでください。タ
イルは部屋を表しており、部屋は複数のスペースからなります。

部屋タイル
　部屋タイルはゲームボードを形成します。多くの章では、プレ

イヤーは特定の部屋タイルを並べて置きます。部屋タイルには青

色の面と橙色の面があります。青色面は地下や城壁のあいだのエ

リアを表しています。橙色面は部屋の一部や、城のその他の一般

エリアを表しています。

１．方向矢印：複数のタイルが使われるとき、それらの方向矢印

は常に同じ方向を向いていなければなりません。

２．出口エリア：ネズミは「調査」アクションを実行して、出口

エリアを通じて隣接タイルへと移動することができます。
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ストーリーブック
　このゲームに含まれているストー

リーブックは「後悔と思い出」です。

他のストーリーブックは将来出版さ

れる予定です。

　ストーリーブックは「Ｍ＆Ｍ」の

プレイに不可欠な要素です。プレイ

ヤーはプレイしたいストーリーブッ

クから章を選ぶことによって「Ｍ＆

Ｍ」を始めます。第１章から順にプ

レイすることを推奨します。

　「Ｍ＆Ｍ」ストーリーブックは数章からなり、各章は以下のよ

うないくつかの項に分かれています。

１．ストーリーテキスト：プレイヤーを物語に引き込むのに役

立つ文章です。上手な読み手がこの項を指示通りに読み上

げましょう。

２．章の目的：この章でネズミが達成しようとすることの要約

です。

３．勝利条件：この章でネズミが勝利するために満たさな

ければならない条件を説明しています。勝利条件が満たさ

れたときに読み上げるストーリーテキストが書かれている

こともあります。

４．敗北条件：この条件が満たされた場合、ネズミたちは即座

にこの章で敗北します。ネズミが敗北した場合、プレイヤー

は次の章に進むか、この章に再挑戦するかを選ぶことがで

きます。

５．章の準備：部屋タイルの準備方法を示した図を含め、この

章をプレイするための準備に必要なすべてのことが記され

ています。

６．特別章ルール：時折、各章に適用される特別ルールがあり

ます。

７．部屋タイルルール：各章で使われる部屋タイルの一部には、

その部屋に適用される特別ルールがあります。特別ルール

を持つ各部屋タイルについて、その図と共に独自の項で説明

されています。特別ルールには、ネズミがその部屋を探索

することで特定の探索カードを手に入れられる特別探索や、

その部屋でサージが発生したときに配置する配下を指示す

る特別サージ（遭遇カードに記されているサージの代わり

に発生します）などがあります。部屋タイルルールの項には、

その部屋が最初に調査されたときの準備方法、その部屋に

いるときに読み上げられるストーリーテキスト、ネズミが

その部屋にいるときに適用される特別ルールが記されてい

ることもあります。

８．物語は続く：一部の章の終わりには「物語は続く」の項があ

ります。この項を読み上げると、プレイヤーが物語を締めく

くるのに役立ちます。
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ゲームの準備

　以下のステップに従って「Ｍ＆Ｍ」の準備を行います。

１．章の選択：「Ｍ＆Ｍ」ストーリーブックから章を選びます。

冒険パーティーのネズミの数を適正にするため、プレイ人数

によっては何人かのプレイヤーが複数のネズミを担当するこ

とになります。

２．英雄の選択：各プレイヤーはネズミ英雄を選び、対応するネ

ズミ英雄カード、ネズミ手番順カード、ネズミフィギュアを

取ります。プレイする各章には、何匹のネズミが冒険に出る

かが示されています（通常は４匹です）。

３．能力の選択：プレイヤーは担当するネズミごとに能力カード

を１枚選びます。選んだ能力のクラス条件をネズミが満たす

ようにして下さい。

４．装備の獲得：各ネズミの初期装備に記されている探索カード

を探し、そのネズミに装備させます。プレイする章の「パー

ティーの準備」の項を参照し、冒険パーティーが最初から持っ

ている追加のカードやパーティーアイテムを準備します。

５．ボードの準備：プレイする章の「部屋タイルの準備」の項に

示されているように、部屋タイルをプレイエリアの中央に置

きます。方向矢印（各部屋タイルの隅にあります）がすべて

同じ方向を向くように注意して下さい。

　キャラクターアイコンは

フィギュアを表しています。

６．フィギュアの配置：プレイする章の「部屋タイルの準備」の

項に示されているように、ネズミフィギュアと配下フィギュ

アを配置します。

７．手番順の決定：各ネズミと、ゲーム開始時にボード上にいる

配下の手番順カードをよく混ぜ、最初の手番順を決めます（９

ページ「手番順の決定」の項参照）。

８．ストーリー管理ボードの準備：ストーリー管理ボードをプレ

イエリアの横に置きます。章トラックの最初のページ上に砂

時計マーカーを置き、プレイする章の「章の終了」の項に示

されているページ上に章終了マーカーを置きます。残りの探

索カードをよく混ぜて裏向きの山札にし、ストーリー管理

ボード上の探索デックスペースに置きます。プレイする章の

「遭遇デックの準備」の項を参照し、遭遇カードの山札を準

備します。

９．その他の内容物：チーズトークン、配下フィギュア、残りの

手番順／能力カード、他のすべてのトークンをプレイエリア

の横に置きます。

10．章の特別指示：プレイする章の「章の準備」の項に示され

ているその他の指示に従います。
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ゲームの進行
　「Ｍ＆Ｍ」は数ラウンドに渡ってプレイされます。各ラウンド

はネズミと配下の手番からなります。最初の手番は手番順トラッ

クで一番上にある手番順カードのネズミ／配下がプレイし、次の

手番は次の手番順カードのネズミ／配下がプレイし……となりま

す。最後の手番順カードのネズミ／配下が手番をプレイしたら、

新たなラウンドを始めます。ある手番順カードのネズミ／配下の

手番になったら、そのカードが表しているすべてのフィギュアが

同時に手番をプレイしますが、そのアクションは個別に実行され

ます。ネズミ／配下が手番を実行する順番を決めるため、プレイ

ヤーは最初に手番順を決めなければなりません。

手番順の決定
　章の開始時、および新たな遭遇カードが公開されるたびに、プ

レイヤーは手番順を決めなければなりません。

手番順トラック上に配下カードが１枚もない場合：
　その遭遇開始時にボード上にいる配下と各ネズミの手番順カー

ドをよく混ぜ、手番順カードの山札を作ります。そのあと、山札

からカードを１枚ずつ引き、表向きで手番順トラックのスペース

１から順に置いていきます。

手番順トラック上に配下カードがすでにある場合：
　単に新たな配下の手番順カードだけをよく混ぜ、手番順トラッ

クの次の空きスペースから順に置いていきます。新たな配下の手

番順カードがすでにトラック上にある場合、その配下のために別

の手番順カードを追加する必要はありません。

　注意：手番順トラック上の空きスペースより多くの手番順カー
ドがある場合、通常の手番順カード配置ルールに従い、余ったカー

ドを一時的にトラックの外に延長して置きます。

ボス手番順カード
　ボスが複数の手番順カードを持っている場合、そのボスがボー

ド上に置かれたとき、ボスの手番順カードから２枚をランダムに

選び、手番順トラックに追加します。ボスはトラック上にある各

手番順カードの順番で手番を実行します。複数の手番順カードを

持つボスを追加するとき、手番順トラック上に配下カードがすで

にある場合、通常通りに手番順カード２枚を手番順トラックの下

に追加し、そのあと２枚の手番順カードの１枚目について待ち伏

せルールを適用します（16 ページ「待ち伏せ」の項参照）。

　ある手番順カードに関連しているすべてのフィギュアがボード

上にない場合、そのカードを手番順トラックから取り除き、その

隙間を埋めるように他のすべてのカードを上に移動させます。

時間は短い！
　手番順トラック上で最後のネズ

ミが手番を実行したあと、ボード

上に配下がいない場合、配下チー

ズホイールにチーズトークンを１

枚置きます。手番順トラック上で

最後のネズミが手番を終え、その

時点でボード上に配下がいない状

態になるたびにこの手順を繰り返

します。

ネズミ英雄の手番の実行
　手番が来たら、ネズミは以下のアクションのうち１つを実行

してから移動するか、移動してから以下のアクションのうち１

つを実行することができます。

	 ・疾走
	 ・戦闘
	 ・探索
	 ・回復
	 ・調査

　１アクションを実行する（またはアクションを実行しないこ

とにする）のに加え、ネズミは手番中いつでも、以下のフリー

アクションをいくつでも実行することができます。

	 ・共有
	 ・装備
	 ・レベルアップ

　各フリーアクションは手番ごとに１回だけ実行することがで

きます。他のアクションを実行中にフリーアクションを実行す

ることはできません。

ネズミの能力カード
　 た と え 複 数 の フ リ ー ア ク

ションを持っていたとして

も、ネズミは手番ごとに能

力カードを１枚しか使うこ

とができません。賢明な選

択を！
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ネズミの移動
　ネズミの手番開始時、そのネズミを担当しているプレイヤーは

アクションダイスを１個振らなければなりません。他のシンボル

と共に、ダイスの各面には１～３の数字が書かれています。プレ

イヤーはこのダイスロールで出た数字をネズミの移動力に加え、

ネズミがこの手番中に移動できるスペース数を決めます。

　例：コリン王子の移動力は２で、アクション

ダイスの出目は１でした。この手番中、コリン

王子は３（２＋１）スペースまで移動

することができます。

隣接スペース�
　このゲームの

各スペースは同

じ大きさ、同じ

形をしておらず、

一部のスペース

間には小さな隙

間さえあります。２スペースが隣接しているかどうかを決めると

きには、以下のおおざっぱなルールに従います。ネズミフィギュ

アの土台で２スペース間の隙間に橋渡しすることができる場合、

その２スペースは隣接していると見なされます。その２スペース

間でフィギュアを移動させた場合、１スペース分の移動として数

えます。

特別スペース

黄線と赤線

黄線
　２スペースを分ける黄線には、１方向を指す矢印がついていま

す。矢印と逆向きの方向に黄線を横切る場合、３移動力が必要に

なります。矢印の方向に黄線を横切る場合、通常通り１移動力で

移動することができます。

　黄線で分けられているスペース同士は互いに隣接していると見

なされます。

赤線
　ネズミは赤線を横切ってスペース間を移動することはできませ

ん。赤線で分けられているスペース同士は互いに隣接していると

は見なされません。

　このゲームには、小さなスペースに区切られていない大きなエ

リア（「台所」の流し台、「食堂」のテーブル、「国王の居室」のベッ

ドのようなエリア）があります。これらのエリアは特別エリアス

ペースと呼ばれます。特別エリアスペースは、スペースごとに小

さいフィギュアは４体まで、大きいフィギュアは１体までという

通常ルール（14 ページ「スペースの共有」の項参照）に従いません。

その代わりに、特別エリアスペースには物理的に配置可能なだけ

のフィギュアを何体でも置くことができます。
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黒いスペースと壁

　一部の部屋タイルには、完全に真っ黒なスペースがあります。

これらのスペースは固い石を表しており、ネズミはいかなる方法

でもこれらのスペースに移動したり、これらのエリアを通過した

りすることはできません。

　タイルには壁を表している部分も描かれています。壁はスペー

スとは見なされず、いかなる方法でも移動／通過することはでき

ません。

　このルールには１つだけ例外があります。パイプタイル上では、

黒いスペースはパイプの隙間を表しています。このスペースは「釣

り針と糸」や「浮遊」の巻物のような、ネズミが赤線を横断でき

るようになるアイテムによってのみ通過することができます。

ボード上の絵
　さまざまな部屋タイルには、床から突き出た水晶や捨てられた

食料など、いくつもの特徴的な絵が描かれています。そのような

絵は、それ自体がスペースというわけではなく、スペースの一部

であるか（「錬金術室」の髑髏や「衛兵所」の兜など）、スペース

のあいだにあります（「水晶の地下道」の水晶など）。スペース間

にあるボード上の絵は、前述の「スペース間の移動」ルールに適

合している（ネズミフィギュアの土台でその絵の上に橋渡しする

ことができる）場合にのみ通過することができます。
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スペースの共有
　小さいフィギュアは１スペースに４体まで置くことができます

が、大きいフィギュア（クモやムカデなど）は１スペースに１体

しか置くことができません。小さいフィギュア４体か大きいフィ

ギュア１体があるとき、そのスペースは満員です。ネズミ／配下

は満員スペースに移動したり、通過したりすることはできません。

　配下がいるスペースに移動したとき、ネズミは移動を終了しな

ければなりません。配下がいるスペースから移動を開始する場合、

移動先のスペースに、移動元のスペースにいる配下以上のネズミ

が（移動前の時点で）いる場合にのみ移動することができます。

水域での移動
　水域スペースに移動した場合、たとえ別の水域スペースから移

動してきた場合でも、ネズミは移動を終了しなければなりません。

　水域スペースから非水域スペースへと移動を試みる場合、ネズ

ミは全移動力を消費しなければなりません。そのネズミのプレイ

ヤーは、「移動先のスペースにいるネズミ＋１」個のアクション

ダイスを振ります。 シンボルが１個でも出た場合、ネズミは

水中から這い上がることができます（フィギュアを移動先スペー

ス に 置 き ま す ）。 シンボルが出なかった場合、そのネズミは

移動しません。

　一部の水域には流れがあります（その水流沿いのどこかにある

矢印で示されています）。水域に移動したネズミは、その流れに

逆らって移動することはできません。手番終了時に流れのある水

域スペースにいる場合、ネズミは流れの方向に１スペース移動し

ます。こうして部屋タイル外に移動した場合、ネズミは捕らえら

れます（19 ページ「捕らえられたネズミ」の項参照）。

　注：流れに抵抗しているため、ネズミは流れのある水域スペー
スではフリーアクションを実行することができません。

　配下は水域スペースの影響をまったく受けません。

ネズミ捕りを越えての移動
　ネズミ捕り上に移動した場合、ネズミは移動

を休止し、罠を発動させたかどうかを確認しな

ければなりません。そのネズミの移動力に等し

い数のアクションダイスを振ります。ネズミが

修繕屋なら、プレイヤーは代わりにそのネズ

ミの知識値に等しい数のアクションダイスを

振ることができます。 シンボルが１個でも

出た場合、ネズミは無事にネズミ捕りの上を通過し、移動を続

け る こ と が で き ま す。 シンボルが出なかった場合、罠が発動

し、そのネズミ捕りは取り除かれます。ネズミは１点負傷し、チー

ズトークンを１枚得て転倒します（19 ページ「転倒」の項参照）。

罠を発動させたときには常に、ネズミの手番は即座に終了します。

　配下はネズミ捕りの影響を受けません。

ネズミのアクション
疾走�
　すでに移動済みの場合、ネズミは「疾走」アクションを実行し

て再び移動することができます。疾走する場合、単にアクション

ダイスを振って、新たな出目を使ってもう一度移動します。疾走

時には通常の移動ルールがすべて適用されます。

戦闘
　「Ｍ＆Ｍ」では、プレイヤーは攻撃を行うためにアクションダ

イスを振ります。出目には剣シンボル、剣／盾シンボル、弓シ

ンボル、チーズシンボルがあります。防御時には剣／盾シンボ

ルとチーズシンボルだけが関係します。

　攻撃／防御時に出たチーズシンボル１つごとに、

ネズミはチーズトークンを１枚得ます。

白兵戦
　白兵戦武器を装備している場合、ネズミは白兵戦を行うこと

ができます。白兵戦を行う場合、攻撃するネズミと同じスペー

スか隣接スペースにいる配下１体を標的として選びます（隣接
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については移動ルール参照）。そのあとネズミの戦闘

力に等しい数のアクションダイスを振ります。その

ネズミのアイテムや装備武器によるボーナスを忘れ

ないで下さい。出た剣シンボルと剣／盾シンボルの

数を合計します。これはネズミが与えた命中数とな

ります。

　ネズミが１命中以上を与えた場合、手番プレイヤーの左隣のプ

レイヤーは標的となった配下の防御のために、その防御力に等し

い数のダイスを振り、出た剣／盾シンボル数を数えます。剣／盾

シンボル１つごとに、配下は攻撃したネズミの命中１つを防ぎま

す。防げなかった１命中ごとに、配下は１点負傷し

ます。

　配下の防御時に出たチーズシンボル１つごとに、

プレイヤーはチーズトークン１枚を配下チーズホ

イールに置きます。

遠距離攻撃
　遠距離武器か呪文を装備している場合、ネズミは

遠距離攻撃を行うことができます。遠距離攻撃は白

兵戦と同様に行いますが、剣または剣／盾シンボル

の代わりに弓シンボルを命中として数えます。また、

攻撃の標的を選ぶとき、ネズミが標的を “ 見る ” こと

ができる限り、プレイヤーは同じ部屋タイル上にい

る任意の配下を選ぶことができます。しかしネズミと同じスペー

スか隣接スペースに配下がいる場合には、それらの配下のうち１

体を標的として選ばなければなりません。

標的までの視線
　遠距離攻撃の際にネズミが標的を見ることができるかどうかを

決定するため、攻撃側フィギュアがあるスペースの中心から標的

フィギュアがあるスペースの中心へと仮想の線を引きます。必要

であればカードやルールブックの縁を使ってください。仮想の線

が黒いスペースや壁にかかる場合、遠距離／呪文攻撃を行うこと

はできません。さらに、ボード上の絵の中にも視線を遮りそうな

ものがあるかもしれません。そのような物体が視線を遮るかどう

かを、プレイヤーは自分たちで決めることができます。

負傷の適用
ボス以外の配下の負傷
　ボス以外のフィギュアが１点以上負傷した場合、

そのフィギュアに対応する手番順カードを参照します。

　・１生命点しか持っていない場合、そのフィギュアは敗北し、

ボードから取り除かれます。

　・敗北したフィギュアが、その手番順カードに対応する最後の

フィギュアだった場合、その手番順カードをトラックから取

り除きます。

　・１点以上の生命点を持っている場合、１負傷ごとに負傷マー

カー１枚をその手番順カード上に置きます。生命点以上の

負傷を受けたとき、そのフィギュアは敗北します。そのフィ

ギュアをボードから取り除き、必要であれば手番順カードを

トラックから取り除きます。

ボスの負傷
　ボスは通常、複数の手番順カードを手番順トラック上に置いて

います。ボスに負傷を与えるたびに、プレイヤーはどの手番順

カードに負傷マーカーを置くかを選びます。示されている生命点

以上の負傷マーカーがボス手番順カード上に置かれたとき、その

カードをトラックから取り除きます。最後のボス手番順カードが

トラックから取り除かれたとき、そのフィギュアもボードから取

り除きます――そのボスは敗北したのです。
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探索
　「探索」アクションを実行する場合、プレイヤーは

アクションダイスを１個振ります。 シンボルが出

た場合、プレイヤーは探索デックから

カードを１枚引きます。そのカードが

アイテム／武器／防具／装身具／巻物

／策略だった場合、プレイヤーは以

下のいずれかを実行します。

　・背負い袋に入れ、あとで使う。

　・即座に捨て札にしてチーズトー

　　クンを１枚得る。

　イベントカードだった場合、カー

ドの指示に従います。探索に成功した

ネズミは、同じタイル上ではもう探索を行うことはできません。

麻痺からの回復
　麻痺しているネズミが「回復」アクションを実
行した場合、その手番順カードから麻痺マーカー
を取り除きます。

クモの巣状態からの回復
　クモの巣状態のネズミが「回復」アクションを
実行した場合、アクションダイスを１個振ります。

シンボルが出た場合、その手番順カードからク
モの巣状態マーカーを取り除きます。

調査
　「調査」アクションは、ネズミが今いる部屋タイルから別の部

屋タイルへと移動する通常の方法です。「調査」アクションは、

ネズミがいる部屋タイル上に配下が１体もいないときにのみ実行

することができます。

　ネズミが「調査」アクションを実行できるスペースには、出口

エリアに隣接するスペースと反転スペースの２種類があります。

出口エリアの調査

　出口エリアに隣接するスペースにいるとき、ネズミは「調査」

アクションを実行して新たなタイルに移動しようとすることがで

きます。

　移動先の新たなタイルは、調査したネズミが隣接している出口

エリアと同色の出口エリアでつながっていなければなりません。

　この２枚のタイルは適切につながっています。ネズミは「調査」ア

クションを実行し、一方のタイルからもう一方へと移動することがで

きます。

　すべてのタイルには青色面と橙色面の２面があります。移動先

のタイルが移動元のタイルと異なる色の面を上向けている場合、

移動先のタイルを裏返し、方向矢印の向きをそろえて置きます。

その結果、出口エリアが適切につながらなかった場合、ネズミは

新たなタイルへと移動することができません。

回復
　麻痺しているか、クモの巣にかかっている（以下クモの巣状態）

場合、ネズミは「回復」アクションを実行してそのマイナス効果

を取り除くことができます。麻痺とクモの巣状態のマイナス効果

については 19 ページを参照してください。
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　ネズミがいるタイルは橙色面を上向けています。「調査」アクション

を試みた場合、移動先（下）のタイルを裏返して橙色面を上向けなけ

ればなりません。

　タイルを裏返した結果、出口エリアが適切につながらなかったため、

この「調査」アクションは失敗します。

　新たなタイルに移動するための「調査」アクションに成功した場

合、そのネズミと、同じタイル上にいる他のすべてのネズミは、即

座に新たなタイルの出口エリアに隣接するスペースに移動します。

反転スペースの調査
　反転スペースには下図のようなシンボルがあります。

　反転スペースで「調査」アクションを実行した場合、そのタイ

ル上にあるすべてのネズミフィギュアを取り除き、部屋タイルを

裏返して、方向矢印の向きをそろえて置きます。そのあと新たに

上向けられた面の反転スペースにすべてのネズミを置きます（ネ

ズミが４匹以上いる場合は、置ききれなかった任意のネズミフィ

ギュアを任意の隣接スペースに置きます）。

　反転スペースには２つの特殊なものがあります。

　この反転スペースでは、パーティーが「釣り針と糸」トークン

を持っている場合にのみ「調査」アクションを実行することがで

きます。

　この反転スペースでは、ならず者か修繕屋のみが「調査」アク

ションを実行することができます。
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遭遇
　その章のあいだに初めて調査された部屋タイルに移動するたび

に、ネズミは新たな敵に遭遇します。プレイしている章に別記な

い限り、遭遇デックからカードを１枚引きます。その章がどれほ

ど進行しているかに応じて、各遭遇カードには複数の潜在的な遭

遇が示されています。砂時計マーカーが現在あるページに対応し

た遭遇が発生し、示されている配下が現れます。後述する配置ルー

ルに従って新たな配下を置き、そのあと手番順を決めます。配下

の配置をすませたら、その遭遇カードを表向きで遭遇デックの上

に置きます。前の遭遇で使った遭遇カードがまだある場合、古い

カードを捨て札にします。この新たな遭遇カードは次の（その章

特有のものではない）サージの効果を決めます（17 ページ「サー

ジ」の項参照）。

ボードへの配下の配置
　遭遇の結果として、または章の特別ルール

によって新たな配下をボード上に配置すると

き、そのフィギュアを配下登場スペースに置

きます。配下登場スペースには右図のような

シンボルが描かれています。新たな配下をボー

ド上に置くときには以下の手順に従います。

１．遠距離攻撃能力のある小さい配下すべてを、ネズミから最も

遠い配下登場スペースに置く。複数の選択肢がある場合、ど

こに置くかはプレイヤーが決める。赤線で区切られた特別エ

リアスペースが配下登場スペースである場合はそこに置く。

選ばれたスペースが満員（12 ページ「スペースの共有」の

項参照）になった場合、同様のルールに従って残りの配下を

置くための新たなスペースを選ぶ。

２．大きい配下を１体ずつ、ネズミに最も近い空いている配下登

場スペースに置く。複数の選択肢がある場合、どこに置くか

はプレイヤーが決める。

３．小さい白兵戦配下を１体ずつ、ネズミに最も近い利用可能な

（満員でない）配下登場スペースに置く。複数の選択肢があ

る場合、どこに置くかはプレイヤーが決める。これらの白兵

戦配下はできるだけ分散させて置くようにする。

４．新たな配下が追加されたときには常に、その手番順カードを

手番順トラックに追加しなければならない（９ページ「手番

順の決定」の項参照）。

配下トークン
　このゲームには精鋭ドブネズミ戦士トー

クンが４枚とバースト大佐トークンが１枚

あります。遭遇または章の特別ルールに

よって精鋭ドブネズミ戦士が配置される場

合、ドブネズミフィギュアを使いますが、

その下に精鋭ドブネズミ戦士トークンを置

きます。バースト大佐についても同じルー

ルを適用します。遭遇によってドブネズミ

戦士が配置される場合、トークンを下に置

くことなしにドブネズミフィギュアを使い

ます。

ネズミ捕り
　一部の遭遇カードには、上の方に「ネズミ捕

り (Mousetraps)」と書かれています。遭遇カー

ドにネズミ捕りと書かれている場合、現在の部

屋タイル上にあるすべての

“ Ｘ ” シンボルつきスペー

スにネズミ捕りマーカーを

１枚ずつ置きます。ネズミ捕りに関するルー

ルは 12 ページ「ネズミ捕りを越えての移動」

の項を参照してください。

待ち伏せ
　一部の遭遇カードには、上の方に「待ち伏せ (Ambush)」と書

かれています。待ち伏せ遭遇における手番順を決めるときには、

最初にすべての配下カードを手番順トラックに通常通りに置きま

す。そのあと、各配下カードごと（上から下の順）にアクション

ダイスを１個ずつ振ります。各カードを出目に等しいスペース数

だけ上に移動させ、他のカードを下にずらします。

　「待ち伏せ」はそのカードのサージ配下には影響を与えません。
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貪欲なゴキブリ
　一部の遭遇カードには「貪欲なゴキブリ (greedy roaches)」が

含まれています。貪欲なゴキブリは通常のゴキブリと同じ手番順

カードを使います。貪欲なゴキブリがボード上に置かれたとき、

登場しているすべてのゴキブリは貪欲なゴキブリになります。貪

欲なゴキブリがネズミからチーズを盗んだ場合、そのチーズ

トークンはストーリー管理ボード上の配下チーズホイールに置か

れます。

共有
　「共有」アクションを実行した場合、ネズミは同じスペースか

隣接するスペースにいる他のネズミ１匹と、捜索カードやチーズ

トークンを自由に何枚でも交換することができます。

サージ
　配下の攻撃／防御時のダイスロー

ルでチーズシンボルが出るたびに、

その数に等しい枚数のチーズトーク

ンを配下チーズホイールに追加しま

す。また、ボード上に配下が１体も

いない場合に、手番順トラック上で

最後のネズミが手番を終えたとき、

配下チーズホイールにチーズトーク

ンを１枚追加します。配下チーズホイールが６枚以上のチーズ

トークンで埋まったとき、敵の増援が押し寄せます。これを “ サー

ジ ” と呼びます。サージの効果を処理するため、プレイヤーは以

下のステップに従います。

１．砂時計マーカーをストーリー管理ボード上の章トラック沿い

に、章終了マーカーへと１ページ分近づける。

２．章の解説を確認する。現在ネズミがいる部屋に特別サージ

ルールがある場合、その指示に従う。

３．特別サージルールがない場合、遭遇デック上で表向きになっ

ている遭遇カードのサージ効果に従い、そのあとそのカード

を捨て札にする。

４．特別サージルールも表向きの遭遇カードもない場合、この

サージによって配下は配置されないが、依然として砂時計

マーカーは移動する。

　サージで配置するのに必要なだけの配下フィギュアがない場

合、可能な限りの配下を配置し、残りは無視します。

フリーネズミアクション
　１アクションを実行する（またはアクションを実行しないこと

にする）のに加え、ネズミは手番中いつでも、以下のフリーアク

ションをいくつでも実行することができます。各フリーアクショ

ンは手番ごとに１回だけ実行することができます。他のアクショ

ンを実行中にフリーアクションを実行することはできません。

装備
　「装備」アクションを実行した場合、ネズミは装備スロットに

あるカードを背負い袋に（またはその逆）何枚でも移動させるこ

とができます。ネズミは背負い袋に非策略カードを３枚までしか

入れることができないことに注意してください。この上限を超え

た場合、そのネズミのプレイヤーは背負い袋から非策略カードを

選んで捨て札にしなければなりません。背負い袋内にあるカード

は、そのネズミの前に裏向きで置かれます。策略カードは背負い

袋制限の影響を受けないことを忘れないでください。

　ネズミが装備しているカードは、そのネズミの前に表向きで置

かれます。ネズミは同じスロットを必要とする複数のカードを同

時に装備することはできません。手スロットは２つあるので２つ

まで装備できますが、一部のアイテムは両方の手スロットを埋め

ることに注意してください。

レベルアップ
　「レベルアップ」アクションを実行した場合、プレイヤーはチー
ズトークン６枚をストックに戻し、任意の新たな能力カードを１
枚得ます。能力カードはネズミのクラスに対応していなければな
りません。たとえ各能力が手番中の異なるタイミングで使えるも
のだったとしても、ネズミは手番ごとに能力カードを１枚しか使
うことができないので、能力カードは慎重に選びましょう。

配下の手番の実行
　配下の手番は以下の２パートからなります。

	 １．移動
	 ２．戦闘

　手番順トラック上で配下手番順カードの手番が来たとき、その

種類の各配下は移動と戦闘を行います。

　配下の手番は、手番順トラックの最後にいるネズミを担当して

いるプレイヤーが実行します。配下は常に、極めて限定的なルー

ルに従って活動します（後述）。手番順トラック上で配下の手番

が来たとき、ボード上にあるその種類のすべての配下フィギュア

は、ネズミに近い方から遠い方の順で手番を実行します。
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配下の移動
　ネズミに適用されるすべての移動ルールは配下にも適用されま

すが、配下は常に予測可能な方法で移動し、水域、赤線、黄線、

ネズミ捕りの効果を無視します。移動ルールの詳細については

10 ページ「ネズミの移動」の項を参照してください。

白兵戦配下の移動
　白兵戦配下が移動するとき、最初にアクションダイスを１個振

ります。その配下は出目に等しいスペース数（１～３）まで移動

することができます。配下は常に、最も近くにいるネズミまでの

最短距離を進み、そのネズミと同じスペースに入ろうとします。

そのスペースがすでに満員の場合、配下はネズミと同じスペース

に移動することはできませんが、できるだけ近づこうとします。

手番開始時にネズミと同じスペースにいる場合、配下は移動しま

せん。等距離に複数のネズミがいる場合、配下は手番順トラック

の上の方にいるネズミに向かって移動します。

遠距離攻撃配下の移動
　遠距離攻撃配下は、部屋タイル上にいるどのネズミも “ 見る ”

ことができない場合にのみ移動します。視線の詳細については

13 ページ「標的までの視線」の項を参照してください。どのネ

ズミも見ることができない場合、遠距離攻撃配下は最も近くにい

るネズミまでの最短距離を進みます。いずれかのネズミが見えた

途端、遠距離攻撃配下は移動をやめます。

配下の攻撃
　配下の攻撃はネズミの攻撃と同じように行いますが、配下は常

に特定の標的を攻撃します。戦闘の詳細については 12 ページ「戦

闘」の項を参照してください。

　移動したあと、配下は可能ならば以下のルールに従って１匹の

ネズミを攻撃します。

１．複数のネズミを攻撃可能な場合、この手番中にまだ攻撃され

ていない、一番近くのネズミを攻撃する。

２．条件１に当てはまるネズミが複数いる場合、またはすべての

ネズミがこの手番中に攻撃されている場合、手番順トラック

の上の方にいるネズミを攻撃する。

ボス
　一部の章では、ネズミはボスと直面します。ボスは通常、すで

に登場している他の配下の強化版です。そのボスの通常版のフィ

ギュアを使い、ボード上でのそのボスを位置を表します。ボスと

同じフィギュアがすでにボード上にある場合、ボスの土台の下に

何らかのトークンを置き、他のフィギュアとは異なることを示し

ます。

　他の配下と同じ種類ではありますが、ボスは配下に影響を与え

る能力の影響を受けません。たとえば、バースト大佐はドブネズ

ミにのみ影響を与えるルールや能力の影響を受けません。

ブロディー�
　ブロディーは城内の一般
エリアをパトロールしてい
る卑劣な雄猫で、ボード上
では足トークンで表されま
す。ブロディーはスペース
内で場所を取りません。他
のフィギュアは足トークン
の上に置かれ、ブロディー
とスペースを共有すること
ができます。ブロディーの
攻撃／防御時にダイスロー
ルでチーズシンボルが出て
も、配下チーズホイールにチーズトークンを追加しません。

　ブロディーは他の配下のように移動したり活動したりしませ
ん。代わりにブロディーは手番順カードを２枚持ち（このため１
ラウンドに２回手番を実行します）、手番ごとに異なる活動をし
ます。以下はブロディーの各手番順カードに関するルールです。

ブロディーの急襲
　ブロディーが急襲するとき、ブロディーがいる部屋タイル上で
最も多くのフィギュア（配下も含みます）があるスペースを選び、
そのスペースにブロディーを移動させます。そのようなスペース
が複数ある場合、手番順トラックの上の方にいるフィギュアがあ
るスペースに移動します。「ブロディーの急襲」手番順カードの
攻撃力に等しい数のアクションダイスを１回だけ振り、そのス
ペースにある各フィギュアはそれに対して個別に防御しなければ
なりません。そのスペースに最も多くのフィギュアがあるか、他
のスペースにフィギュアがない場合、ブロディーは現在自分がい
るスペースを急襲します。

ブロディーの追跡
　ブロディーが追跡するとき、アクションダイスを２個振って出
た数を合計します。これはブロディーがこの手番中に移動できる
スペース数になります。現在ブロディーがいるスペースにおらず、
最も近くにいるネズミに向かって、ブロディーは最短距離で移動
します。そのようなネズミが複数いる場合、手番順トラックで上
の方にいるネズミに向かって移動します。最短距離が複数ある場
合、どのルートを通るかはプレイヤーが決めます。追跡開始時、
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活動中のネズミがすべてブロディと同じスペースにいる場合、ブ
ロディーは移動しません。一番近いネズミに到達したあと、まだ
移動力が残っている場合、ブロディーはこれまでのルールに従っ
て、次に近いネズミに向かって移動します。ブロディーが移動を
終えたら、「ブロディーの追跡」手番順カードの攻撃力に等しい
数のアクションダイスを振ります。この手番中にブロディーが通
過したスペース（スタートスペースと移動終了スペースを含みま
す）にいるすべてのフィギュアはこの攻撃の影響を受けます（攻
撃ロールを１回だけ行い、影響を受ける全フィギュアはこの攻撃
に対して個別に防御しなければなりません）。

　麻痺したネズミは通常通りに移動することができますが、実行

できるアクションは「回復」アクションだけです。

　クモの巣状態のネズミは、「回復」アクションを実行してクモ

の巣状態マーカーを取り除くまでは移動することも「疾走」アク

ションを実行することもできません。

転倒
　あるフィギュアが転倒した場合、そのフィギュアを横倒しにし

ます。転倒したフィギュアは立ち上がるために全移動力を費やさ

なければなりません。大きいフィギュアは転倒しません。転倒し

たフィギュアは通常通りに攻撃／防御を行うことができます。

魅了
　ネズミが魅了された場合、魅了マーカー

をそのネズミ英雄カード上に置きます。

　魅了されたネズミの手番中、そのネズミ

は配下であるかのように扱われ、白兵戦配

下と同じように移動／攻撃します。魅了されたネズミは手番順

カードに記されている情報のみを使い、装備探索カードや能力に

よるボーナスを得ません。魅了されたネズミが手番を終えたら、

そのカード上から魅了マーカーを取り除きます。

毒
　ネズミは負傷によって毒を受けることがあり

ます。毒を受けたときには、負傷マーカーの緑

面を上にして置きます。毒負傷マーカーは通常

の「回復」呪文や巻物で癒やすことはできません。

特別な「解毒」か「治癒」呪文が必要です。

捕らえられたネズミ�
　ネズミが負傷したときには、負傷トークンをネズミ英雄カード

上に置きます。負傷が生命点以上になった場合、ネズミは捕らえ

られます。そのネズミの手番順カードは手番順トラック上に残し

ておきますが、フィギュアはゲームボードから取り除き、そのネ

ズミのチーズトークンと、現在装備しているすべての探索カード

を捨て札にします（初期装備と背負い袋内のアイテムは無事で、

捨て札にする必要はありません）。すべての負傷、毒、その他の

マイナス効果を持つマーカーをそのネズミ英雄カードから取り除

き、砂時計マーカーを章終了マーカーに１ページ分近づけます。

ネズミの救出
　ネズミが捕らわれた場合、ボード上から配下が１体もいなく

なった次の手番で、そのネズミは自動的に救出されます。そのフィ

ギュアを他のネズミ１体と同じ（または隣接する）スペースに置

きます。捕らわれたネズミの手番が来たとき、まだボード上に配

下がいる場合、そのネズミを救出することはできず、その手番を

飛ばさなければなりません。

　救出されたとき、そのネズミの手番は救出されたことによって

すべて費やされます。

マイナス効果
麻痺とクモの巣状態
　ネズミが麻痺するか、クモの巣状態になった場合、対応するマー

カーをそのネズミ英雄カード上に置きます。
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パーティーアイテム
　一部の探索カードには「パーティーアイテム (party item)」と
書かれています。パーティーアイテムは、パーティーにいるど
のネズミも自由に使うことができるアイテムです。あるネズミ
がパーティーアイテムを獲得したとき、そのカードをストーリー
管理ボードの近くに置き、そのアイテムに対応するトークンを
ストーリー管理ボード上の共有財産スペースに置きます。

変装道具
　捨てられたドブネズミの服の切れ端で、

ドブネズミをだますために身につけること

ができます。遭遇カードを公開したとき、

プレイヤーは共有財産スペースから変装道

具トークンを取り除き、その遭遇における

すべてのドブネズミ戦士を無視すること

ができます（他の配下は通常通りに配置

します）。変装道具トークンを取り除いた

とき、「変装道具」カードを探索デックに戻し

てよく混ぜます。変装道具トークンを取り除い

てサージ効果を無視することはできません。

釣り針と糸
　釣り針と糸によって、ネズミは幅の広い

場所や、通常は横断不可能な場所を横断す

ることができます。ネズミの手番中いつで

も、そのネズミを担当しているプレイヤー

は共有財産スペースから釣り針と糸トーク

ンを取ってボード上に置くことができま

す。トークンの配置によってアクション

を消費することはありません。

　釣り針と糸トークンは常に、その一端がそれを

使ったネズミがいるスペースに触れるように置か

れます。もう一端は、同じ部屋タイル上にある別

のスペース内に明白に接していなければなりませ

ん。また、少なくとも一端は非水域スペースになければなりま

せん。

　いったん配置されたら、ネズミは通常の移動を実行して、釣

り針と糸トークンの両端にあるスペースが隣接しているかのよ

うに両スペース間を移動することができます。

　トークンの一端があるスペースにいるネズミは、１アクショ

ンを消費してトークンを取り除き、共有財産スペースに戻すこ

とができます。トークンがまだ置かれている部屋タイルからネ

ズミが離れた場合、そのトークンをボードから除外し（共有財

産スペースには戻しません）、「釣り針と糸」カードを探索デック

に戻してよく混ぜます。

フォーク
　フォークにはさまざまな使い道がありま
す。到達が難しい（または本来不可能な）
スペースに移動する役に立ったり、一部の
罠をこじ開けたりすることができ、ブドウ
射出機にさえなります！　ネズミの手番中
いつでも、そのネズミを担当しているプレ
イヤーは共有財産スペースからフォーク
トークンを取ってボード上に置くことが
できます。トークンの配置によってアクション
を消費することはありません。

　フォークトークンは常に、それを使ったネズ
ミがいるスペースに置かれます。トークンを水域スペースに置く
ことはできません。

　手番中、フォークトークンがあるスペースにいるネズミは１
アクションを消費して、同じスペースにいる他のネズミを、同
じタイル上にある任意のスペースに打ち出すことができます。
撃ち出されたネズミは移動先のスペースが見えていなければな
りません（13 ページ「標的までの視線」の項参照）。

　トークンと同じスペースにいるネズミは、１アクションを消
費してトークンを取り除き、共有財産スペースに戻すことがで
きます。トークンがまだ置かれている部屋タイルからネズミが
離れた場合、そのトークンをボードから除外し（共有財産スペー
スには戻しません）、「フォーク」カードを探索デックに戻して
よく混ぜます。
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ブドウ
　ブドウにはさまざまな使い道があります。
ゴキブリの釣り餌にしたり、ときには武器
として使うこともできます。

ゴキブリの釣り餌としてのブドウ
　ネズミの手番中いつでも、そのネズミ
を担当しているプレイヤーは共有財産ス
ペースからブドウトークンを取り、任意
の空いている隣接スペースに置くことができま
す。ブドウがボード上にあるあいだ、すべての
ゴキブリは手番中にブドウに向かって移動しま
す（途中でネズミがいるスペースに入った場合、
通常通り移動をやめます）。ブドウがあるスペースに到達したゴ
キブリは移動を終え、攻撃せずにブドウを貪ります。ブドウトー
クンと、そのスペースで手番を終えたすべてのゴキブリを取り
除きます。そのあと「ブドウ」カードを探索デックに戻してよ
く混ぜます。

武器としてのブドウ
　フォークがあるスペースにいるとき、ネズミ
は「戦闘」アクションを実行して共有財産スペー
スからブドウトークンを取り、それを配下に向
けて打ち出すことができます。標的となる配下
を１体選びますが、攻撃するネズミはその標的
を見ることができなくてもかまいません。選
ばれた配下と同じスペースにあるすべてのフィ
ギュアもこの攻撃の影響を受けます。プレイ
ヤーはブドウトークンをコインのように空中にはじきます。潰れ
た面が上になった場合、標的（および同じスペースにある全フィ
ギュア）は自動的に１命中を受けます。影響を受けた各フィギュ
アは通常通りに防御ロールを行います。ブドウトークンを取り
除き、「ブドウ」カードを探索デックに戻してよく混ぜます。潰

れていない面が上になった場合、影響を受ける
全フィギュアは転倒します。ブドウトークンは
転倒したフィギュアの下に置かれます。これは
即座にゴキブリの釣り餌となり、ドブネズミが
使える武器となることに注意してください。大
きいフィギュアはブドウの影響を受けません。

　ドブネズミがブドウのあるスペースで手番を開始した場合、
そのドブネズミは移動せず、通常の戦闘アクションの代わりに
最も多くのネズミがいるスペースに遠距離攻撃を行います。そ
のようなスペースが複数ある場合、手番順トラックの上の方に
いるネズミがいるスペースを攻撃します。武器としてブドウを
使うため、前述のルールに従ってください。ブドウがあるスペー
スにネズミが１匹でもいる場合、ドブネズミはブドウを武器と
して使うことはできません。

勝利と敗北
　「Ｍ＆Ｍ」をプレイするとき、プレイヤーはストーリーブック

からプレイする章を選びます。各章には独自の勝利条件がありま

す。ゲームに勝利するため、プレイヤーは砂時計マーカーが章終

了マーカーがあるページに到達する前にこれらの勝利条件を満た

さなければなりません。各章は順番にプレイすることを推奨します。

キャンペーンとしての
「Ｍ＆Ｍ」のプレイ

　キャンペーンとしてプレイすることで、プレイヤーは章から章

へとネズミの進行状況を維持することができます。「Ｍ＆Ｍ」を

キャンペーンとしてプレイする場合、以下の指示に従うことを推

奨します。

１．ネズミは前の章で獲得したストーリー功績や能力カードを保

持します。

２．ネズミは前の章終了時に持っていた探索カードを１枚だけ保

持することができます。このカードは初期装備カードに追加

されます。新たな章開始時には、ネズミは常に自分の初期装

備カードを持っています。

３．ネズミは前の章で得たパーティーアイテム、個人的功績トー

クン、チーズトークンを保持しません。

功績
　ストーリーブックのいたるところで、ネズミはさまざまなス

トーリー功績を獲得することができます。これらの功績とその効

果は各章に記されています。

　さらに、プレイヤーは個人的功績ルールを適用してプレイする

こともできます。このゲームにはこれらの功績用のマーカーが含

まれています。このルールブックの裏表紙には、ネズミが各章の

いたるところで獲得することができるさまざまな個人的功績の一

覧があります。



22



23

索引
アイテム……………………………………………………………… ４
赤線…………………………………………………………………… 10
アクションダイス…………………………………………………… ４
イベント……………………………………………………………… ４
遠距離攻撃…………………………………………………………… 13
遠距離攻撃配下の移動……………………………………………… 18
回復…………………………………………………………………… 14
黄線…………………………………………………………………… 10
キャンペーンとしての「Ｍ＆Ｍ」のプレイ……………………… 21
共有…………………………………………………………………… 17
クモの巣状態………………………………………………………… 19
クモの巣状態からの回復…………………………………………… 14
黒いエリアと壁……………………………………………………… 11
ゲームの準備………………………………………………………… ８
ゲームの進行………………………………………………………… ９
ゲームの目的………………………………………………………… ３
功績…………………………………………………………………… 21
ゴキブリの釣り餌としてのブドウ………………………………… 21
サージ………………………………………………………………… 17
策略…………………………………………………………………… ４
疾走…………………………………………………………………… 12
章の準備……………………………………………………………… ７
章の目的……………………………………………………………… ７
勝利条件……………………………………………………………… ７
水域での移動………………………………………………………… 12
ストーリー管理ボード……………………………………………… ６
ストーリーテキスト………………………………………………… ７
ストーリーブック…………………………………………………… ７
スペースの共有……………………………………………………… 12
戦闘…………………………………………………………………… 12
遭遇…………………………………………………………………… 16
遭遇カード…………………………………………………………… ５
装身具………………………………………………………………… ４
装備…………………………………………………………………… 17
その他のマーカー類………………………………………………… ５
探索…………………………………………………………………… 14
探索カード…………………………………………………………… ４
釣り針と糸…………………………………………………………… 20
出口エリア…………………………………………………………… ６
出口エリアの調査…………………………………………………… 14
手番順カード………………………………………………………… ３
手番順の決定………………………………………………………… ９
転倒…………………………………………………………………… 19
毒……………………………………………………………………… 19
特別スペース………………………………………………………… 10
特別章ルール………………………………………………………… ７
捕らえられたネズミ………………………………………………… 19
貪欲なゴキブリ……………………………………………………… 17
ネズミ英雄カード…………………………………………………… ３

ネズミ英雄の手番の実行…………………………………………… ９
ネズミ捕り…………………………………………………………… 16
ネズミ捕りスペース………………………………………………… ６
ネズミ捕りを越えての移動………………………………………… 12
ネズミのアクション………………………………………………… 12
ネズミの移動………………………………………………………… 10
ネズミの救出………………………………………………………… 19
ネズミの能力カード………………………………………………… ９
能力カード…………………………………………………………… ５
パーティーアイテム…………………………………………… ４、20
配下トークン………………………………………………………… 16
配下の移動…………………………………………………………… 18
配下の攻撃…………………………………………………………… 18
配下の手番の実行…………………………………………………… 17
敗北条件……………………………………………………………… ７
白兵戦………………………………………………………………… 12
白兵戦配下の移動…………………………………………………… 18
反転スペース………………………………………………………… ６
反転スペースの調査………………………………………………… 15
標的までの視線……………………………………………………… 13
フォーク……………………………………………………………… 20
武器…………………………………………………………………… ４
武器としてのブドウ………………………………………………… 21
負傷の適用…………………………………………………………… 13
ブドウ………………………………………………………………… 21
フリーネズミアクション…………………………………………… 17
ブロディー…………………………………………………………… 18
ブロディーの急襲…………………………………………………… 18
ブロディーの追跡…………………………………………………… 18
部屋タイル…………………………………………………………… ６
部屋タイルルール…………………………………………………… ７
変装道具……………………………………………………………… 20
防具…………………………………………………………………… ４
方向矢印……………………………………………………………… ６
ボードへの配下の配置……………………………………………… 16
ボード上の絵………………………………………………………… 11
ボス…………………………………………………………………… 18
ボス以外の配下の負傷……………………………………………… 13
ボス手番順カード…………………………………………………… ９
ボスの負傷…………………………………………………………… 13
マイナス効果………………………………………………………… 19
待ち伏せ……………………………………………………………… 16
麻痺…………………………………………………………………… 19
麻痺からの回復……………………………………………………… 14
魅了…………………………………………………………………… 19
物語は続く…………………………………………………………… ７
隣接スペース………………………………………………………… 10
レベルアップ………………………………………………………… 17



24

個人的功績

チーズマスター
　１回の攻撃／防御ロールで３つ以上のチーズシンボルを出した最初のネズミは「チーズマスター」

功績トークンを得ます。

　効果：章トラック上で章終了マーカーを１ページ先に移動させます。チーズマスターが防御ロー
ルで１つ以上のチーズシンボルを出すたびに、活動中の各ネズミはチーズトークンを１枚ずつ得ます。

ゴキブリマスター
　１回の遭遇中にゴキブリを４体倒した最初のネズミは「ゴキブリマスター」功績トークンを得ます。

　効果：章トラック上で章終了マーカーを１ページ先に移動させます。これ以降、ゴキブリマスター
と同じタイル上にいるゴキブリは貪欲とは見なされません。

毒マスター
　毒負傷マーカーを１枚以上持ったまま捕らえられた最初のネズミは「毒マスター」功績トークン

を得ます。

　効果：これ以降、毒マスターが毒の負傷を受けた場合、代わりに通常の負傷を受けます。

生け贄
　１つの章のあいだに２回捕らえられた最初のネズミは「生け贄」功績トークンを得ます。

　効果：章トラック上で章終了マーカーを１ページ先に移動させます。３回目に捕らえられたとき、
生け贄は即座に救出され、装備している捜索カードを１枚も失いません。すべてのチーズトークン

や負傷マーカーを取り除くなど、その他の捕獲ルールは依然として適用されます。

猫使い
　ブロディーを倒した（最後の手番順カードを取り除く負傷を与えた）最初のネズミは「猫使い」

功績トークンを得ます。

　効果：これ以降、猫使いの攻撃に対する防御ロール時に、すべての大きな配下は１個少ないダイ
スしか振ることができなくなります。


