
ゲームの概要 

 

「ざくざくタクティクス」はパーティー構築型戦略シミュレーションゲームです。参加プレイヤーは自

分の戦略に応じたアクターを召喚してパーティーを強化し、勝利点を稼いでいきます。 

 

プレイヤーのパーティーはまず、「召喚士」ひとりだけからスタートします。主にターン経過で得られる

マナ（コスト）を使用して、自分の戦略にあったアクターを召喚し、自分のパーティーに組み込んでい

きます。 

 

 

アクターを召喚！ 

 

プレイヤーの目標は、勝利点を稼ぎつつ、他プレイヤーのパーティーを全滅させることです。 

まずは、マナをコストに召喚士共通スキルである「召喚」を使用してアクターを召喚してパーティーを

強化しましょう。 

 

使用できるアクターは全 35 人。アクターはそれぞれ特殊な能力やスキルでプレイヤーの勝利をサポート

してくれますが、召喚は早いもの勝ちです。 

自分の戦略にあったアクターを召喚して誰よりも強いパーティーを組みましょう。 

 

 

敵アクターを倒して勝利を目指せ！ 
 

プレイヤーは、勝利するために他パーティーを撃破しなければなりません。アクターの所有するスキル

カードを使用して、どんどん攻撃を仕掛けていきましょう。倒されたアクターは一旦その場で障害物扱

いとして残り、蘇生スキルを使用されると復活してしまいます。隣接してからトドメを刺すことで蘇生

を阻止することができる他、そのアクターを勝利点として獲得することができるので、しっかりとトド

メを刺すようにしましょう。  



カードの説明 

カードは「アクター」「スキル」「ライフトークン」の 3 種類に分けられます。 

・アクターカード：召喚することでパーティーに加えられるカードです。それぞれ異なった性能をして

います。 

・スキルカード：アクターを召喚した時に基本的に 6 枚ずつついてきます。これがないとアクターは移

動をはじめ、すべての行動することができません。 

・ライフトークンカード：原則 HP が 7 以上のアクターに配られるトークンカードです。カード自体に

効果はありませんが、ダメージを受けたときにスキルカードがなくなる確率を下げてくれます。 

 

・アクターカード 

①アクターの名称：アクターの名前です。 

 

②アクターのタイプ：アクターのおおよその傾

向です。 

 

③召喚に必要なコスト：このアクターを召喚す

る時に必要なマナです。 

 

④カウンター：スキルなどによってバフやデバ

フを付与すると 3 の位置にトークンを設置し

ます。このアクターの行動が終了するたびに一

つ上の数字にずらしていき、コストの場所に到

達したら解除されます。 

また、このアクターの現在の TP を表すトーク

ンをこの上で管理します。 

 

⑤防御力：このアクターが攻撃を受けた時に、

攻撃を無効化する確率です。左から正面、側面、

背面の数値で、攻撃される方向によって攻撃を

防ぐ確率が変動します。 

 

⑥HP：このアクターの体力を表しています。体力はそのアクターのスキルカードの枚数（6 枚）＋ライ

フトークン（HP から 6 を引いた枚数）から成ります。 

 

⑦耐性：このアクターがダメージを受ける時にどれだけダメージを軽減できるかを表します。 

 

⑧能力：このアクターの能力です。主にメリットですが、一部条件がある場合やデメリットの場合があ

ります。  



・スキルカード 

①スキルの名称 

 

②発動速度：スキルの発動速度です。数字が小さ

ければ小さいほど素早く行動できます。「/」で区切

られているものは左が発動速度、右が詠唱時間で、

発動のタイミングになったときに表が見えるよう

にして右の数字分山札の上から下に差し込み、そ

れが一番上になった時に発動します。「-」で区切ら

れているものは左が発動速度、右が継続時間で、

発動のタイミングになった時に表が見えるように

して右の数字分山札の上から下に差し込み、それ

が一番上になるまで効果が継続します。 

 

③消費 TP：このスキルの発動に必要な TP です。 

 

④副属性：このスキルの副となる属性です。対象

の耐性により与えるダメージを変動させます。 

 

⑤威力＆主属性：このスキルの威力と主となる属

性です。攻撃スキルの場合は命中した際に相手に与えるダメージの基本数値になります。また、剣のマ

ークは物理、杖のマークは魔法、袋のマークは補助を表します。対象の耐性により与えるダメージを変

動させます。 

 

⑥移動距離：このスキルを使用した時に移動できる距離です。判定の前後どちらか 1 回だけその数のマ

ス分移動できます。詠唱や継続の場合はスキル開示時か発動時のいずれかでのみ移動できます。方向転

換は 0 マスの移動扱いとなります。 

 

⑦対象数：このスキルの対象にできる数です。 

 

⑧範囲：このスキルの対象にできる範囲です。矢印のマークが使用するアクターの位置を、赤、水色が

射程を表しています。 

 

⑨追加効果：このスキルが発動した時の追加効果です。 

 

⑩バフ：該当するバフを付与する（もしくはされる）際に必要となる項目です。 

 

⑪デバフ：該当するデバフを付与する（もしくはされる）際に必要となる項目です。  



 

ゲームの準備 

①参加するプレイヤー（2～4 人）で卓を囲む。 

  

②アクターカード置き場を作る。 

 それぞれ対応したスキルカードをアクターカードの下においてください。 

 

③場を作る。 

 プレイヤーの中央にプレイシートを配置しましょう。 

 

④プレイヤーの初期アクターを決める。 

 参加するプレイヤーは召喚士の「デーリッチ」「エステル」「メニャーニャ」「シノブ」の 4 人から 1 人

ずつ決めます。各 1 枚しかないため、じゃんけんやサイコロで順番を決める等すると良いでしょう。 

 

⑤最初に使用するスキルを決める。 

 使用するアクターが決まったら、最初に使用するスキルを 1 枚、裏返して出します。全員が出したら

表返し、発動速度の小さい順に準備エリアに並べます。 

 

⑥山札を作る。 

 準備エリアのカードを重ね、裏返します。このとき、しっかりと発動速度がはやいものが上に来るよ

うに注意しましょう。そして、各プレイヤーにマナトークンを 10、各アクターの TP を+1 します。 

 

⑦障害物とコマを配置する。 

 障害物はプレイヤーが 2 人の場合は中央ラインより手前かつ、次元ゲート発生マスの上以外に、プレ

イヤーが 3 人以上の場合はプレイシートを対角線で結んだ際の手前側に、任意に配置できます。コマは

召喚エリアのうち召喚可能エリアにのみ配置できます。この際、仕切りを用意して相手の配置が見えな

いようにすると戦略性が高まります。 

 

以上でゲームの準備は終了です。 

 

  



 

ゲームの流れ 

①メインフェイズ 

山札を 1 枚捲り、そのカードの処理を行います。 

スキルカード 1 枚では以下の処理をそれぞれ 1 回だけ任意の順番で処理できます。 

・スキルの命中判定 

・追加効果の処理 

・移動 

以上の処理を終わらせた後、現在の準備エリアにそのアクターのスキルカードが 1 枚もない場合、手札

のスキルカードを 1 枚、準備エリアにセットし、使用したスキルカードを手札に戻します。手札が 0 枚

の場合は使用したスキルカードをそのまま準備エリアにセットします。この際、すでに準備エリアにカ

ードが有る場合、発動速度の小さい順に並べます。 

 これを現在の山札がなくなるまで繰り返します。 

 

②クリンナップフェイズ 

 山札がなくなった際に、現在の準備エリアのカードを重ね、裏返します。このとき、しっかりと発動

速度がはやいものが上に来るように注意しましょう。そして、各プレイヤーにマナトークンを 10、各ア

クターに TP トークンを 1 配布します。もし、場に次元ゲートが 2 つない場合はダイスを振って出た目

の次元ゲート発生マスに次元ゲートを設置します。 

 その後、メインフェイズに戻ります。 

 

 

プレイヤーの勝利条件 

だれかのパーティーが全滅するか、召喚可能なアクターがいなくなり、現在の山札と準備エリアにある

カードが終わった時（現在の山札にあるカードの処理が終わった場合、準備エリアにカードがなければ

スキルをセットする）に、勝利点が最も高いプレイヤーの勝利となります。 

 

  



 

その他のルール 

 

・レギュレーション 

ざくざくタクティクスにはスタンダードルールとアンリミテッドルールがあります。 

スタンダードルール：使用できるアクターを「召喚士を除いてプレイヤーの人数×3 人」の数で遊びます。

最初に各プレイヤーはアクターを 2 つ除外して、その後に使いたいアクターを 3 つ選びます。比較的短

時間かつ、使われたくないアクターは相手に使わせないという戦術を取ることができます。アクターの

プールを把握していない初心者同士のプレイの場合はダイスツール等でランダムに決めても良いでしょ

う。 

アンリミテッドルール：すべてのアクターを使用する代わりに配布されるライフトークンの枚数を全て 4

枚減らします。長期戦になりやすく、戦闘中に相性を考えてパーティー編成をしていく必要があります。

上級者向けルールです。 

 

・召喚 

補助スキル「召喚」を使用してマナを消費することでアクターを自分のパーティーに加えることができ

ます。この際、マナがどれだけあっても、1 度の召喚でパーティーに加えられるアクターは 1 人です。 

例） 可「マナが 50 あるのでレプトスを召喚」 

不可「マナが 50 あるのでローズマリーとベルを同時に召喚」 

 

・スキルの命中判定 

攻撃スキルを使用した場合、6 面体を使用して対応した方向の防御力以上の出目を出した場合は命中し、

ダメージを与えることができます。この際、バフやデバフは出た目に対して補正をかけます。 

例）防御が 5 のアクターに防御バフ+2 がかかり難易度 7 となっている時に、命中判定に+2 の補正がか

かった攻撃で出目が 5 だった場合、達成値は 7 となるため、判定は成功、ダメージを与えられます。 

 

・ダメージ 

ダメージ計算は以下のとおり行います。 

「（威力+バフ及びデバフによる補正）－対象の各種耐性－対象のバフ及びデバフによる補正」 

また、HP は手札の枚数となっており、ダメージを与えたアクターの操作プレイヤーが与えたダメージ分

だけカードを見ないで非公開の状態で捨て札にします。自分からダメージを受けた場合、状態異常でダ

メージを受けた場合は自分でカードを見て捨て札にすることができます。 

 

・捨て札 

受けたダメージは手札と連動しているため捨て札となります。捨て札はアクターごとに管理して混ざら

ないようにします。捨て札のカードは非公開で、中身を見ることができるのはそのアクターの操作プレ

イヤーだけです。 

 



 

・ダウン、トドメについて 

HP が 0 になったアクターはその場でコマを倒し、ダウン状態になります。その状態であれば蘇生効果を

持ったスキルによって再び操作することが可能となります。 

ダウン状態のコマに隣接した状態で命中判定、追加効果の発動を放棄し、「トドメ」と宣言をした場合、

対象をゲームから除外し、そのアクターカードを勝利点として獲得することができます。このとき、も

ともと所持していたプレイヤーの勝利点として計算されなくなります。 

 

・バフ、デバフ 

バフ、デバフは判定なしで確実に付与されます。原則効果量は 2 まで蓄積しますが、1 つのスキルでそれ

以上の効果量がある場合はその数値分補正がかかります。効果や効果時間は以下のとおりです。 

名前 アイコン ターン 効果 

移動距離 

 

3 レベル分だけスキル使用時の移動距離を増やす。 

物理 

 

3 数値分だけ主属性が物理のスキルを与えるときの威力を上昇

し、受けるときのダメージを減少する。 

魔法 

 

3 数値分だけ主属性が魔法のスキルを与えるときの威力を上昇

し、受けるときのダメージを減少する。 

属性（画像

は例）  

3 数値分だけ対応した副属性スキルのスキルを与えるときの威

力を上昇し、受けるときのダメージを減少する。 

防御 

 

3 数値分だけ全方位の防御を増やす。 

状態異常

耐性  

3 数値分だけ受ける状態異常攻撃の目標値が上がる。 

リジェネ 

 

3 数値分だけ行動終了時に回復する。 

TP リジェ

ネ  

3 数値分だけ行動終了時に TP を獲得する。 

ツッパリ 

 

永続 地竜ちゃん限定。ツッパリ状態限定スキルが使用できる。 

本気 

 

3 こたつドラゴン限定。本気モード限定スキルが使用できる。 

ハンマー 

チャンス  

3 ジーナ限定。 

レベル 1 

 

3 マオ限定。対応したレベルのスキルが使用できる。 

太陽 

 

3 マリオン限定。太陽モード限定スキルが使用できる。 



金星 

 

3 マリオン限定。金星モード限定スキルが使用できる。 

水龍モー

ド  

永続 レプトス限定。ステータス補正、スキル強化及び解放。 

 

・状態異常について 

スキルには判定時に状態異常を付与するものがあります。ベルのスキル「大凶爆弾」の 1～5 の効果を除

き、すべての状態異常付与効果が出目による条件のスキルは、補正込みで出目の条件以上の達成値が出

た場合、付与することができます。また、状態異常耐性のデバフは逆に必要な条件を数値分だけ難化さ

せることができます。 

また、対象にもスキル使用者にも効果の状態異常がなかった場合、対象は手札を公開しなければなりま

せん。 

 

効果や効果時間は以下のとおりです。 

名前 アイコン ターン 効果 

毒 

 

3 山札作成時に 1 ダメージを受ける。リジェネより先に処理を

行う、 

暗闇 

 

3 命中判定に-2 の補正をかける。 

沈黙 

 

3 主属性が魔法のスキルが使用できなくなる。 

睡眠 

 

3 移動、命中判定、追加効果の処理を行えない。受ける攻撃が

必中になる。被弾で解除。 

混乱 

 

3 攻撃対象を最も近い対象に固定。 

スタン 

 

1 移動、命中判定、追加効果の処理を行えない。 

即死 - - 現在の残り HP 分のダメージを受ける。 

  



場の見方 

 

①召喚可能エリア：アクターを召喚した際に配置できるエリアです。通過も留まることもできますが、

障害物は置けません。 

②通常マス：何の変哲も無いマスです。通過も留まることもできます。 

③水マス：通常マスの効果に加え、そこで使用した水属性スキルの威力に+1 の補正がかかり、留まって

いる間雷耐性に－2 の補正がかかります。 

④障害物マス：各プレイヤーが配置した障害物を指します。穴の上に配置した場合を除き、そのマスは

通行、留まることができなくなります。穴マスの上に配置するときは裏返して配置し、通常マスとして

扱います。 

⑤穴マス：穴です。落下すると 2 ダメージ受け、落ちた場所に最も近い自陣の召喚可能エリアに戻され

ます。障害物を置くことで通常マスとして扱うことができます。 

⑥次元ゲート発生マス：次元ゲートが発生するマスです。通過も留まることもできますが、障害物は置

けません。 

⑦次元ゲート：踏んだときに様々な効果が得られます。ノックバックで押し込んだ場合、対象は押し込

まれたアクターですが、押し込んだアクターの操作プレイヤーが効果を決定します。 

⑧マナカウンター：ここにダイスを置くことでマナを管理します。ダイスの目 1につきマナ 10 を表しま

す。 

 



・進入不可マスの処理 

カードの効果によって穴マスに移動させられた場合、ダメージを 2 点受け（落としたプレイヤーが捨て

るカードを無作為に選びます。）その穴マスから最も近い操作プレイヤーの召喚可能エリアにワープさせ

ます。 

障害物マスには例外を除き、そもそも侵入させることができません。 

 

・次元ゲート 

次元ゲートは次元ゲートカード及び魔道兵器の効果で発生します。次元ゲートカードの場合はサイコロ

を振って出た目と同じ数字の場所に発生します。次元ゲートマスは踏むことが可能で、踏んだ際には踏

ませたプレイヤーが、以下の効果から任意に選ぶことができます。 

①マナを 20 獲得する 

②踏んだアクターの HP を 3 点回復させる。 

③踏んだアクターに 3 点のダメージを与える。 

④踏んだアクターを任意の場所に転移させる。 

⑤なにもしない。 

 

その他ゲーム内処理について 

・カウンター 

スキルの効果によってカウンターが発動した場合、即座に手札にある攻撃スキルで反撃することができ

ます。発動速度、詠唱速度に関係なく発動できますが、その際行えるのは移動、命中判定、追加効果の

発動の全てですが、TP 消費やマナ消費がある場合は通常通り消費します。 

 

・反射 

スキルの効果によって反射が発動した場合、相手の攻撃スキルを無効化し、そのスキルを自分のアクタ

ーのものとして即座に発動させます。この際、バフやデバフは反射したアクターのものを参照する他、

その際に行えるのは命中判定、追加効果の発動のみですが、TP やマナの消費はしません。 

 

・召喚や蘇生、スキルカードの入れ忘れによって順番が来なくなってしまった場合 

現在の山札がなくなった時点で宣言と確認をした上でスキルカードを準備エリアにセットします。この

セットもルールに則るため、発動速度の数値が小さければ前に、大きければ後ろに置くこととなります。

（例外による処理も行います） 

 

・基本ルールと矛盾するカード 

基本ルールと矛盾するカードがある場合は、カードの能力が優先されます。 

 

 

 



Q&A 

 

Q.攻撃が全然当たらない！ 敵が倒せない！ 

A.このゲームは基本的にバフやデバフを駆使して戦うことが前提となっています。バランスの良いパー

ティーを組みましょう。 

 

Q.シノブはコスト 50 のアクターを召喚できないの？ 

A.できません。 

 

Q.サドンデス中にまた勝利点がおなじになったんだけど 

A.サドンデスを延長して、改めて勝利点に差がついたら決着がつきます。 

 

 

 

  



用語 

 

アクター：各キャラクターのことを指します。 

勝利点：自陣のアクターのコストとトドメを刺した結果手に入れたアクターカードのコストの合計です。 

スキル：アクターの行動を表します。物理攻撃、魔法攻撃、補助の 3 種類があります。 

マナ：主に召喚に必要となるコストです。基本的に山札が作られるごとに各プレイヤーに10配られます。

上限は 50 です。 

TP：強力なスキルを使用するのに必要となるコストです。基本的に山札が作られるごとに各アクターに

1 配られる他、ダメージを受けた時にその値と同じだけ獲得します。上限は 5 です。 

手札：アクターごとに作り、そのアクターの HP を表します。ダメージを受けたときはダメージを与え

たプレイヤーがそこからダメージ分カードを見ずに捨て札にします。 

捨て札：アクターごとに作り、そのアクターが受けているダメージを表します。そこにあるカードはそ

のアクターの操作プレイヤーにのみ公開され、回復スキルを使用することで任意に手札に戻すことがで

きます。 

山札：どのアクターが行動するのかがここで決まります。上から 1 枚めくって処理、という流れを繰り

返します。 

準備エリア：各アクターの次の行動を準備するエリアです。行動が終わったアクターは次に使用するス

キルカードを 1 枚出し、ここに数字の小さい順に並べ、山札がなくなった時に裏返して次の山札としま

す。 

ダウン：HP が 0 になった状態です。その場にコマを倒し、障害物として扱われます。 

トドメ：ダウン状態のアクターに隣接してからスキルの判定と追加効果を放棄して宣言することで、ダ

ウン状態のアクターをゲームから除外します。その際、そのアクターのキャラカードはトドメを刺した

プレイヤーの勝利点となります。 

自陣：自分のパーティーを指します。 

状態異常：毒、暗闇、沈黙、睡眠、混乱、スタン、即死を表します。主に不利な効果です。 

バフ：強化状態を表します。 

デバフ：弱化状態を表します。 

次元ゲート：ギミックです。多くのマナが流れ込んできているため、利用することで様々な恩恵を受け

ることができます。 

プレイシート：主戦場となる 9 マス×9 マスのフィールドです。通常マスと水マス、次元ゲート発生マス

の 3 種類で構築されます。 

召喚エリア：プレイシートの 4 辺にある 3 マス×9 マスのフィールドです。手前から召喚可能エリア、

通常マス、穴マスの 3 種類で構築されます。 

場：プレイシートと召喚エリアを合わせたものを指します。 

障害物：ゲーム開始前にプレイヤーに 5 つ配られ、次元ゲート発生マスの上以外に任意に配置できます。

穴マスの上に配置されたものは通常マスとして扱い、それ以外の場合は基本的にそのマスに侵入するこ

ともそのマスの上に留まることもできなくなります。ダウン状態のアクターの場合も同様です。 

コマ：各アクターがどこでどちらを向いているのかを表します。スキルなどによって移動する際にはこ



のコマを動かします。 

命中判定：攻撃スキルを使用した際に発生します。6 面体を使用して対応した方向の防御力以上の出目を

出した場合は命中し、ダメージを与えることができます。 

カウンター：条件を満たした場合、攻撃してきた対象に、手札にある攻撃スキルを即座に発動させるこ

とができます。



おすすめセット 

スタンダードレギュレーションで遊ぶ際、初心者がいるためアクターのピックが公平にできない、決め

るのが面倒くさい 時等にご利用ください。 

 

はじめてのざくタク 

複雑なアクターが少なく、シンプルにバフやデバフを掛けて殴り合う戦術が主になります。 

また、コスト 50 帯のアクターがいないためじっくりとパーティーを構築することができます。 

複雑な戦術が取りづらい分、コスト 40 帯のアクターがより強力な存在になるので、注意が必要です。 

初めて遊ぶプレイヤーが居る時におすすめのセットです。 

 

2 人用 

20 30 40 50 

ローズマリー 

ベロベロス 

ジュリア 

福ちゃん 

ジーナ 

ウズシオーネ 該当なし 

 

3 人用 

20 30 40 50 

ローズマリー 

ベロベロス 

アルフレッド 

ニワカマッスル 

ジュリア 

福ちゃん 

ジーナ 

ポッコ 

ウズシオーネ 

 

該当なし 

 

4 人用 

20 30 40 50 

ローズマリー 

ベロベロス 

アルフレッド 

ニワカマッスル 

ジュリア 

福ちゃん 

ジーナ 

ハオ 

ゼニヤッタ 

ポッコ 

ウズシオーネ 

ヴォルケッタ 

該当なし 

  



妖精大戦争 

ちいさなアクターや妖精大戦争に関わったアクターが中心のセットです。 

ティーティーを始めとするテクニカルな動きが必要なアクターが出てきます。 

中級者向けのセットです。 

 

2 人用 

20 30 40 50 

ティーティー 

ローズマリー 

ハオ 

かなづち大明神 

雪乃 

ヅッチー 

 

該当なし 

 

3 人用 

20 30 40 50 

ティーティー 

ローズマリー 

ベロベロス 

ハオ 

かなづち大明神 

雪乃 

ヅッチー 

プリシラ 

 

マオ 

 

4 人用 

20 30 40 50 

ティーティー 

ローズマリー 

ベロベロス 

ハピコ 

ハオ 

かなづち大明神 

雪乃 

ヅッチー 

プリシラ 

ポッコ 

こたつドラゴン 

マオ 

 


