
インキュベーターズ・ビジネス！ 

 

【ゲーム説明】 

 このゲームは、「魔法少女まどか☆マギカ」の世界観を

使用した二次創作ゲームです。 

プレイヤーはインキュベーターとなり、己に課せられ

たノルマ分の感情エネルギーを、他のインキュベーター

より早く集めることが目的です。ノルマ達成のために、

あなたは多くの魔法少女と契約し、彼女たちを絶望させ

なくてはなりません。 

 なお、このゲームは２～４人でのプレイを想定してデ

ザインしていますが、５人以上でのプレイも可能です。 

 

【用意する物】 

・一緒に遊んでくれる友人１～３人 

・市販のトランプ一式（ジョーカー２枚必要） 

・６面体のサイコロ ５個以上 

・カウンター（おはじきやコイン等） 10個以上 

・このゲームのマニュアル（今読んでるコレ） 

 

【準備】 

 用意したトランプの中から、絵札（Ｊ～Ｋのカード）

とジョーカー１枚を取り出して山札を作ります。これを

「カタストロフ・カウンター」と呼びます。残りの数字

のカードとジョーカー１枚は別の山札として使用します。

これを「魔法少女山札」と呼びます。 

 カタストロフ・カウンターの中からジョーカーを抜い

て脇に置きます。その後、カタストロフ・カウンターの

絵札から、ランダムに６枚を選んで脇に置きます。残っ

たカードの中にジョーカーを混ぜてシャッフルした後、

裏向きにして場の中央に置きます。その上に、先ほど脇

に置いた６枚のカードを裏向きで載せます。これでカタ

ストロフ・カウンターの完成です。 

 次に、魔法少女山札をシャッフルし、カタストロフ・

カウンターと区別できるように場の中央に裏向きに置き

ます。準備はこれで完了です。 

 

【遊び方】 

 まず、最初に行動するプレイヤーを決めます。決め方

は何でも構いません。最初のプレイヤーが決まったら、

以降はそのプレイヤーから時計回りに手番が移り変わり

ます。 

 最初のプレイヤーは、自分の手番を行う前にカタスト

ロフ・カウンターの一番上から１枚引いて、全員に公開

します。そして、カードの指示に従ってください。カー

ド内容は、ルールの最後に表にしてまとめてあります。 

全員が１回ずつ手番を行った時点で１ターンが終了し

ます。新たなターンが始まる度に、最初のプレイヤーは

カタストロフ・カウンターを１枚引いて全員に公開しま

す。これをゲームの終了条件が満たされるまで繰り返し

ます。 

【自分の手番にできること】 

 各プレイヤーは、自分の手番になった時、サイコロ（以

下、「ダイス」と呼称します）を５個受け取ります。これ

があなたの行動力になります。 

 プレイヤーはダイスを消費することで、「勧誘」「誘導」

「狩猟」の３つの行動を行うことができます。これは必

ず「勧誘」→「誘導」→「狩猟」の順番で行ってくださ

い。すべてのダイスを消費すると手番は終了します。そ

れぞれの項目については以下で個別に説明します。 

 

◆◆◆ 勧誘 ◆◆◆ 

 まず、何はなくとも魔法少女を見つけなくてはなりま

せん。見つける方法は簡単、ダイスを振るだけです。 

 あなたが所持するダイスから任意の数を選び、それを

全て同時に振ります。振った結果、４以上の目が出たダ

イスの数と同じ枚数のカードを、魔法少女山札から引く

ことができます。引いたカードは自分の手前に表向きで

置いてください。そのカードが、あなたが今回勧誘に成

功した魔法少女になります。勧誘した魔法少女カードは、

そのままあなたが所持し続けてください。 

 この時、勧誘に使ったダイスは消費したものとなり、

この手番中では、もう使用することはできません。 

 

◆◆◆ 誘導 ◆◆◆ 

 首尾よく魔法少女を見つけることに成功しても、それ

で終わりではありません。彼女たちが絶望し、魔女とな

る時に発生する感情エネルギーを集めることが、あなた

の仕事です。そのためには、勧誘した魔法少女たちを上

手く騙して導いてあげる必要があります。 

 あなたが所持する魔法少女カードから１枚選んだ後、

あなたが所持する未使用のダイスを任意の数だけ同時に

振ります。その結果、選んだ魔法少女カードの「絶望値」

以上の目が出たダイスが１個以上あれば、その魔法少女

は魔女になります。魔女になった魔法少女カードは横向

きにして、他のカードと区別がつくように自分の手前に

置きます。なお、誘導に使ったダイスは消費したものと

なり、この手番中では、もう使用することができません。 

 この時、あなたがまだ未使用のダイスを所持している

場合、何度でも誘導を行うことができます。 

 魔女になったカードは、あなたが得たエネルギー（勝

利点）を表します。沢山の魔法少女を魔女にしましょう。 

 

◆◆◆ 狩猟 ◆◆◆ 

 これでエネルギーを得ることには成功しましたが、問

題も発生しました。エネルギーを抜き出した後の産廃で

ある魔女の存在です。魔女はエネルギーを得る前に魔法

少女を殺してしまう可能性があるため、可能な限り排除

する必要があります。処分は魔法少女に任せましょう。 

 あなたがまだ未使用のダイスを所持している場合、「狩



猟」を行うことができます。ダイスを１個消費した後、

あなたが所持する魔法少女カード１枚を選択します。次

に、魔法少女山札からカードを１枚めくります。この時、

あなたが選んだ魔法少女カードの数字が、魔法少女山札

のカードの数字より大きい数であれば、狩猟は成功です。

狩猟を行った魔法少女カードの上にグリーフシード（カ

ウンター）を１個置きます。 

 あなたが選んだ魔法少女カードの数字が魔法少女山

札のカードの数字以下の場合、狩猟は失敗します。狩猟

を行った魔法少女カードの上にグリーフシードがある場

合、それを全て破棄してください。魔法少女カードが失

われることはありません。 

 狩猟の成否に関わらず、めくった魔法少女山札のカー

ドは、そのまま捨て札になります。 

 あなたがまだ未使用のダイスを所持している場合、何

度でも狩猟を行うことができます。 

 

◇◇◇ グリーフシードについて ◇◇◇ 

 グリーフシードを所持する魔法少女の誘導に成功した

場合、魔女化したカードとは別に、グリーフシードをあ

なたの手元に移します。 

 ゲーム終了時、あなたはグリーフシード１個につき３

点の勝利点を得ます。 

 

※「狩猟」は選択ルールです。ゲームに慣れない内は、

導入しなくても構いません。 

 

【ゲームの終了】 

 カタストロフ・カウンターをめくり、「ワルプルギス

の夜」のカードが出た時点で、ゲームは即座に終了しま

す。各々が所持する魔女カードとグリーフシードの点数

を計算し、最も多くのエネルギー（勝利点）を得たプレ

イヤーの勝利です。 

 

◇◇◇ 計算方法 ◇◇◇ 

魔法少女カード：魔女化している場合、数字がそのまま

点数になります。魔法少女のままでは点数になりません。 

ネームド魔法少女カード：魔女化している場合、後述の

テキスト一覧表に書かれた点数を得ます。 

グリーフシード：１個につき３点。 

 

【５人以上でのプレイ】 

 トランプ１セットでプレイできる上限は４人までです

が、もう１組トランプを用意することで、５人以上で遊

ぶことも可能です。 

 まず、別に用意したトランプから２～10までの数字札

を取り出します。スートで分けておくと便利です。 

 次に、追加で遊びたい人数１人につきスート１つ分の

数字札を魔法少女山札に混ぜます（６人で遊ぶ場合、ハ

ートとスペードの２～10 のカードをすべて魔法少女山

札に混ぜます）。 

 これで５人以上でのプレイにも対応可能です。 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ：ゲームの途中で魔法少女山札が尽きました。ゲーム

はこれで終了ですか？ 

Ａ：ゲームの終了はあくまで「ワルプルギスの夜」が登

場した時です。魔法少女山札が尽きてもゲームは終了し

ません。 

魔法少女山札が途中でなくなった場合、捨て札になっ

ている魔法少女カードをシャッフルして、新たな山札に

してください。この時、ネームド魔法少女のカードは混

ぜないように注意してください。 

 

Ｑ：場が停滞して動きが少ないんですけど…。 

Ａ：恐らく、プレイヤーの誰かが巴マミを魔女化させず

に抱えているためだと思われます。彼女がいると魔法少

女たちに安心感を与えてしまうため、早めに処理するこ

とを勧めます。魔女化させると場の動きが促進されます。 

 

Ｑ：ダイスは必ず全部使わないとダメですか？ 

Ａ：未使用ダイスが残っていても、手番の終了を宣言す

れば、次のプレイヤーの手番に移って構いませんが、そ

うするメリットはまるでありません。使い切ることが他

のインキュベーターを出し抜く近道です。 

 

Ｑ：「ネームド魔法少女」って何ですか？ 

Ａ：魔法少女山札の中にあるＡとジョーカーのカードは、

原作キャラクターを表しています。これらのカードを「ネ

ームド魔法少女」と呼び、区別しています。 

 ネームド魔法少女にはそれぞれ特別なテキストが用意

されています。効果はルールの最後の表にまとめてあり

ますので、確認しておきましょう。 

 また、基本的に「魔法少女カード」とテキストに書い

てある場合は、ネームド魔法少女も含まれます。 

 

Ｑ：「魔女カード」って何ですか？ 

Ａ：魔女化した魔法少女カードのことです。横向きに置

いて魔法少女カードと区別されていると思います。それ

らは「魔女カード」と呼び、魔法少女カードとは別物と

して扱います。 

 

Ｑ：カタストロフ・カウンターの効果は永続ですか？ 

Ａ：引いたターンのみ有効です。絶望値が下がる等の効

果は、すべてターンの終了時にリセットされます。 

 

Ｑ：カタストロフ・カウンターの効果は手番中ならいつ

でも使えますか？ 

Ａ：特に記載されてない限り、カタストロフ・カウンタ

ーをめくった直後にテキストの効果を適用してください。 

 

Ｑ：ネームド魔法少女で「狩猟」はできますか？ 

Ａ：できます。その場合、数字は勝利点を使用してくだ

さい。ただし、「鹿目まどか」は狩猟を行うことはできま

せん。 



「カタストロフ・カウンター」効果一覧表 

 

ジョーカー 「ワルプルギスの夜」 ゲームを即座に終了させる。 

♥のＪ 「僕と契約して魔法少女になってよ！」 
すべてのプレイヤーは勧誘で振るダイスを２個追加でき

る。追加した分のダイスは消費されない。 

♥のＱ 「こんなの絶対おかしいよ」 
プレイヤーが所持しているすべての魔法少女カードの絶望

値が１下がる。 

♥のＫ 「わたしの、最高の友達」 

ほむらが魔女化していない場合、すべてのプレイヤーはダ

イスを１個振り、出目と同枚数の自分が所持する魔女カー

ドを捨て札にする。 

ほむらが魔女化している場合、すべてのプレイヤーはダイ

スを１個振り、出目と同枚数の自分が所持する魔法少女カ

ードを捨て札にする。 

♣のＪ 「奇跡も、魔法も、あるんだよ」 

魔法少女カードを最も多く所持しているプレイヤーは、最

も所持数の少ないプレイヤーと、所持している魔法少女カ

ードをすべて交換する。 

♣のＱ 「後悔なんて、あるわけない」 
すべてのプレイヤーは、魔法少女山札から１枚カードを引

き、それを自分の魔法少女カードとして所持する。 

♣のＫ 「あたしって、ほんとバカ」 

すべてのプレイヤーは、自分が所持する魔法少女カードの

中から１枚を選び魔女化させる。ただし、「鹿目まどか」は

魔女化できない。 

♦のＪ 「超うぜぇ」 
すべてのプレイヤーは、自分の左隣のプレイヤーが所持す

る魔法少女カードから１枚を選び、捨て札にする。 

♦のＱ 「奇跡ってのはタダじゃないんだ」 

すべてのプレイヤーは、ダイスを振った直後に自分が所持

する魔法少女カード１枚を捨て札にすることでダイスを振

り直してもよい。これはダイスを振る度に何度でも行える。 

♦のＫ 「いいよ、一緒に居てやるよ」 

すべてのプレイヤーは、自分が所持する魔法少女カード１

枚を捨て札にできる。そうした場合、場にある魔女カード

の中から１枚選び、それを捨て札にする。 

♠のＪ 「そばに居てくれるの？」 

最も勝利点の合計が少ないプレイヤーは、場もしくは魔法

少女山札の中から「鹿目まどか」を探して、自分の所持カ

ードにする。「鹿目まどか」が捨て札になっている場合、こ

の効果は無効になる。 

♠のＱ 「ティロ・フィナーレ！」 

すべてのプレイヤーは、自分が所持する魔法少女カードと

魔女カード両方の中から一番勝利点の高いものを１枚ずつ

捨て札にする。 

♠のＫ 「もう何も怖くない」 
ネームド魔法少女を所持するプレイヤーは、「鹿目まどか」

以外のすべてのネームド魔法少女を魔女化させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「魔法少女カード」テキスト一覧表 

 
カードの種類 カード名称 絶望値 勝利点 テキスト 

２～５ 一般魔法少女Ａ ４ ２～５ 

６～８ 一般魔法少女Ｂ ５ ６～８ 

９～10 一般魔法少女Ｃ ６ ９～10 

スートに関係なく２～10までのカードはすべて 

「一般魔法少女」となり、数字がそのまま勝利点となる。 

ジョーカー 暁美 ほむら ６ 10 

ターン開始時に「鹿目まどか」が魔女化している場合、ほ

むらを捨て札にする。 

ほむらが場に居る場合、ターン開始時毎に、最も多くの勝

利点を得ているプレイヤーが所持する魔女カード１枚をラ

ンダムに選び、捨て札にする。 

ほむらは所持プレイヤー以外のプレイヤーが自分の手番に

誘導してもよい。魔女化に成功した場合、誘導を行ったプ

レイヤーがほむらの魔女カードを所持する。 

♥のＡ 鹿目 まどか ６ 20 

まどかは、「美樹さやか」「巴マミ」「佐倉杏子」がすべて魔

女化している時のみ誘導することができる。ただし、場に

魔女化していない「暁美ほむら」が居る場合、誘導できな

い。 

♣のＡ 美樹 さやか ３ ５ 

さやかが場に居る場合、ターン開始時毎に、すべてのプレ

イヤーは自分が所持する魔女カードの中で最も勝利点の低

い１枚を選択し、ダイスを１個振る。出目が４以上の場合、

その魔女カードを捨て札にする。この効果で１ターン中に

２枚以上のカードが捨て札になった場合、さやかは魔女化

する。 

♦のＡ 巴 マミ ５ ８ 

マミが場に居る場合、マミ以外のすべての魔法少女カード

は絶望値が１上がる。絶望値は７以上にはならない。 

マミが魔女化している場合、すべての魔法少女カードは絶

望値が１下がる。 

♠のＡ 佐倉 杏子 ５ ８ 

杏子の所持プレイヤーは、杏子を捨て札にする代わりに、

カタストロフ・カウンターまたはネームド魔法少女の効果

１つを無効にすることができる。 

この効果をカタストロフ・カウンターに使用した場合、こ

のターン中カタストロフ・カウンターの効果は無効となる。

ただし、「ワルプルギスの夜」には使用できない。 

この効果をネームド魔法少女に使用した場合、その魔法少

女カードを捨て札にする。 

 

 


