
　メルティパーティ - Maids' Tea Party -

　制作：紙束通信出張所
　作：あいろ兄さん
　人数：3-6 人　時間：30 分弱　年齢：６歳以上

　3人のメイドが棲む小さなお屋敷では、毎日午後 3

時になると、とても素敵なお茶会が開かれます。3人

が得意な 3つのスイーツが、貴方の来訪を待ってい

るのです。

　ハチミツのように濃密な甘酸っぱさ、レモンティ。

　ビターなエスプレッソがアクセント、ティラミス。

　濃厚なカスタードが口一杯に広がる、クリームパイ。

　どれもとても美味しい！　でも 3つ全部を味わう

には胃がもたないでしょう。さて、貴方は美味しい思

いをして帰れるでしょうか？

★ゲームの概略：
　このゲームは、3人から 6人用のゲームです。
　プレイヤーは、手札からスイーツカードを場に円形
に並べていきます。場に並んだ札の中に、手札のスイー
ツカードに描かれたシンボルの並びがあれば、「オー
ダー」と宣言することで各プレイヤーにスイーツが振
る舞われ、得点となります。
　ラウンド開始時に、各プレイヤーは食べたいスイー
ツを決めます。そのスイーツのシンボルを集められれ
ば得点ですが、同時に、食べ合わせの悪いスイーツは
減点となってしまいます。
　3ラウンドが終わった時点で、最も得点の多いプレ
イヤーが勝利となります。

★内容物：
　カード　100 枚
　・スイーツカード　81
　・オールマイティカード　9
　・配置カード　10
　説明書　1冊（これ）

★カードの説明：
　スイーツカードにはお菓子を表す 3種のシンボル
が描かれています。すなわち、「レモンティ」「ティラ
ミス」「クリームパイ」です（レモンティもお菓子です、
いいね？）。

　

　スイーツカードには、左下に大きいシンボル（カー
ドシンボル）、上に小さい 4つのシンボル（オーダー
シンボル）が描かれています。
　カードシンボルは、「目的カードとして伏せた時」
と「場に出されて並んでいる時」に意味があります。
　オーダーシンボルは、「オーダーする時」と「得点
計算の時」に意味があります。

　オールマイティカードには、オーダーシンボルは書
かれていません。カードシンボルは☆マークになって
います。

　配置カードは直接ゲームに用いず、場札としてカー



ドを配置するための目印として用います。

★ゲームの準備 :
　1回のゲームは 3ラウンドをこなし、獲得した得
点の合計値が最も多いプレイヤーが勝者となります。
ゲーム開始時に話し合って、もっと多い・少ないラウ
ンドをプレイすることにしてもよいでしょう。
　ゲームの開始時に、テーブルの中央に配置カード
を 1から 10まで順番に反時計回りに置きます。そし
て適切な方法で最初の手番プレイヤーを決めてくださ
い。

★ラウンドの準備 : 
　手番プレイヤーが決まったらラウンド開始です。各
ラウンドの開始時に以下の準備を行います。
•	 配置カードを除いた 90枚のカードをよく切り、
各プレイヤーに 5 枚ずつ配ります。残りのカー
ドを山札としてテーブルの中央に置きます。

•	 各プレイヤーは配られた 5枚の手札から、オー
ルマイティでないカードを 1枚選んで、自分の
前に伏せて置きます。これを目的カードと呼び
ます。

　目的カードに書かれたカードシンボルが、このラウ
ンド中にあなたが集めるべきシンボルとなります。し
かし、カードシンボルの右に書かれたグレーのシンボ
ルを集めると、減点になります。
　目的カードの内容は、ラウンド終了までは他のプレ
イヤーには秘密です。自分の目的カードはいつでも確
認できます。
　全てのプレイヤーが目的カードを伏せたら、手番プ
レイヤーから手番を進行します。

★手番の進行 :

　手番プレイヤーは、以下の行動を順番に行ってくだ
さい。
1.	 手札からカードを 1枚出し、場に並べる
2.	 オーダーを行う（手番プレイヤーはそれを待つ）
3.	 手番プレイヤーのカード補充
　その後、右隣の人に手番を移します。

★手札からカードを場に並べる :
　手札からカードを１枚出して場札とし、場に並べる
ときは、以下のルールに従います。
•	 配置カードの 1から順番に、その上に乗せてい
く

•	 配置カードが 1から 10 まですべて埋まってい
るときは、配置カードの 1から順番にさらに重
ねて置く

★オーダーを行う（得点獲得）:
　手番プレイヤーが手札からカードを場に並べた瞬間
から、他のプレイヤーは「オーダー」を行うことがで
きます（しなくても構いません）。
　オーダーは早いもの勝ちです。複数人がオーダーを
行った場合には、早かったプレイヤーが明確であれば
早い順、明確で無い場合は適切な方法で処理順を決め
てください。
　重要：手番プレイヤーは、その手番の間はオーダー
を行えません。

　オーダーは、「手札のカードのオーダーシンボルの
並び」が、場札のカードシンボルの並びに含まれてい
るときにのみ行えます。シンボルの並びの一致を判定
するとき、以下のルールに従います。
•	 場札を反時計回りに見たときのカードシンボル
の並びが、手札のカードのオーダーシンボルの
並びを左から右に見たものと一致しているとき
にのみオーダーできる（逆順を認めない）

•	 手札のオールマイティカードはオーダーに使え
ない

•	 場札のオールマイティカードは好きなシンボル
としてみなせる

•	 2 枚以上重なった場札は、一番上のカードのシ
ンボルのみ見る

•	 10 の配置カードの上に場札がある場合、10 と



1 は連続しているとみなす。そうでないなら、
場札の両端は連続していない

　以上の条件を満たしたカードが手札にあれば、「オー
ダー」と宣言して手札からそのカードを公開します。

★オーダーの処理 :
　オーダーしたプレイヤーは、オーダーをどのように
処理するかを決定します。オーダーの処理方法は「な
かよく食べる」、「おしつける」の 2通りあり、どち
らかを選びます。
　この処理のなかで、各プレイヤーは 1枚以上カー
ドを「獲得」します。獲得したカードは、手札とは別
にプレイヤーの前に表向きで置いてください。このと
き、枚数とそれに描かれたオーダーシンボルはすべて
のプレイヤーに見えるようにしてください。

★オーダー処理方法 1「なかよく食べる」:
　これを選んだ場合、以下のように処理を行います。

1.	 オーダーしたプレイヤーは、オーダー宣言に用
いた手札カードを獲得します。

2.	 オーダー宣言に用いた４枚の場札を場から取り
除き、獲得可能札として別の場所に並べます。

3.	 5 人以上でプレイしているなら、山札の上から
カードをめくって獲得可能札に加え、獲得可能
札の枚数をプレイヤー人数と等しくしてくださ
い。

4.	 オーダーしたプレイヤーから順番に反時計回り
に、各プレイヤーは獲得可能札の中からカード
を 1枚選んで獲得します。

5.	 各プレイヤーが 1枚ずつカードを獲得した後、
獲得可能札として余っているカードを捨て札に
します。

　つまり、この処理方法を選ぶことでオーダーしたプ
レイヤーは 2枚、それ以外のプレイヤーは 1枚カー
ドを獲得します。

★オーダー処理方法 2「おしつける」:
　これを選んだ場合、以下のように処理を行います。

1.	 オーダー宣言に用いた 4枚の場札を場から取り
除き、オーダー宣言に用いた手札と合わせた 5
枚を獲得可能札として別の場所に並べます。

2.	 6 人以上でプレイしているなら、山札の上から
カードをめくって獲得可能札に加え、獲得可能
札の枚数をプレイヤー人数と等しくしてくださ
い。

3.	 オーダーしたプレイヤーは、自分を含めた全プ
レイヤーに対し、どのプレイヤーがどの獲得可
能札を獲得するか自由に選び、そのように獲得
させます。ただし、どのプレイヤーにも必ずちょ
うど 1枚ずつ獲得させてください。

4.	 各プレイヤーが 1枚ずつカードを獲得した後、
獲得可能札として余っているカードを捨て札に
します。

　つまり、この処理方法を選ぶことで全てのプレイ
ヤーが 1枚ずつカードを獲得しますが、その獲得方
法はオーダーしたプレイヤーが自由に決定できるので
す。

★場札を詰める :
　オーダーの処理を行うことで、場札の並びに空きが
できることがあります。
　その場合、各場札の置かれた順番が狂わないように、
それぞれを時計回り方向に詰めて、隙間が開かないよ
うにしてください。
　その結果、上にカードが置かれて見えなくなってい
た場札が再び見えるようになることもあります。



★オーダーしたプレイヤーのカード補充 :

　オーダーしたプレイヤーは山札からカードを 1枚
引き、手札に加えます。
　そしてこの瞬間から、手番プレイヤー以外は新たに
オーダー宣言を行うことが可能になります。

★手番プレイヤーのカード補充 :
　オーダー待ちの状態で、どのプレイヤーもオーダー
を行わないことを確認できたなら、手番プレイヤーは
山札からカードを1枚引き、手札に加えます。その後、
手番を右隣のプレイヤーにゆずり、手番の進行を進め
ます。
　場札が 4枚以上あるなら、手番プレイヤーがカー
ドを引くときは慎重に。充分な時間（5～６秒程度）
待つか、他プレイヤーがオーダーを行わないことを確
認できてから手札を補充してください。カードを引い
たなら、もはや次の手番で次のプレイヤーがカードを
場に出すまでオーダーは行えません。

★ラウンドの終了 :
　ただし、手番が次のプレイヤーに移る時点で、いず
れかのプレイヤーが特定枚数以上のカードを獲得して
いた場合には、そこでラウンド終了となり、得点計算
となります。
　ラウンド終了の条件となる獲得カード枚数は、プレ
イヤー人数によって以下のようになります。

プレイヤー人数 終了となる
獲得カード枚数

4 人以下 10枚以上
5人 12枚以上
6人以上 15枚以上

★得点計算 :
　各プレイヤーは手札をすべて捨て札にします。
　その後、ラウンド開始時に伏せた目的カードを公開
します（獲得カードと混ざらないように！）。
　各プレイヤーは、自分が獲得した各カードのオー
ダーシンボル（上の 4つのシンボル）を確認し、目
的カードのカードシンボルと同じシンボル 1つにつ
き 3 点を得ます。ただし同時に、目的カードのカー
ドシンボルの右に描かれたグレーのシンボルと同じシ
ンボル 1つにつき、-1 点されてしまいます。
　獲得したオールマイティカードは 0点です。

目的カード 得点

レモンティ レモンティ 1つにつき 3点
クリームパイ 1つにつき -1 点

クリームパイ クリームパイ 1つにつき 3点
ティラミス 1つにつき -1 点

ティラミス ティラミス 1つにつき 3点
レモンティ 1つにつき -1 点

　実際は、カードの上中央に書かれた得点早見表（数
字の並び）を見るのが楽です。目的カードのカードシ
ンボルに対応する色（レモンティは左の黄色、クリー
ムパイは中央の水色、ティラミスは右の茶色）の列に
書かれた数字が、そのカードを獲得した時にあなたが
得られる（失う）得点です。

★次のラウンドへ／ゲーム終了：
　全プレイヤーが得点を計算したら、それを適切な方
法で記録しておきます。
　その後、ゲームに用いたカードをすべてまとめて山
札とし、切り直し、次のラウンドを開始します。新た
に手札を配り、目的カードを伏せるところから始めて
ください。次のラウンドの開始プレイヤーは、前のラ
ウンドで最も多くの得点を獲得したプレイヤーです。
　３ラウンド（もしくは、ゲーム開始時に規定したラ
ウンド数）が終了したら、全ラウンドを通して獲得し
た得点を合計し、最も合計得点が高かったプレイヤー
が勝者となります。


