
ヌイグルミ騎士団とさらなる悪夢
難易度を上げる７つの方法

1.　足りない詰め物
プレイの難易度を上げる簡単な方法は、

ゲームの準備で、ダイス袋に入れる白色のダ
イス（綿ダイス）の数を減らすことです。これ
によってヌイグルミたちは気絶することが多くなり、
その結果より多くの枚数のおやすみカードをめくることになるで
しょう。

基本ルールでは、ダイス袋にはゲームに登場しているヌイグルミ
の数＋ 1 個の白色のダイスが入っています。ヌイグルミが 4 体の
場合、基本ルールでは 5 個になりますが、これを 4 個で始めてく
ださい。これで、ヌイグルミがダメージを回復するチャンスが 20％
減るはずです。

2.　失敗したらそれで終わり
失敗から学んでやり直す、というやり方は

好きです。しかし、もっと厳しく緊張感にあ
ふれるゲームプレイを望むなら、おやすみ
カード『目が覚めた！』をめくったとき、そ
の章を終了することをお勧めします。この
やり方をとる場合、物語は完結しません。
ですから物語が完結するまで、何度かプレイしなければならない
でしょう。

逆に、より簡単な方法として「おやすみカードの山が最後までめ
くられたとき、その章を終了する」というやりかたもあります。

3.　持続する脅威
これはお気に入りのバリエーションです。悪いや

つの手番のステップ 2 で、こわいこわい表にまだ脅
威ダイスが残っているなら、それらをこわいこわい表の空きスロッ
トに移します（ダイスの捨て山に移しません）。その結果、悪いや
つは通常よりも多くの回数、手番を行うようになるでしょう。

4.　強いボス
ボスに暗い面の綿トークンを配置するとき、

1 ～ 2 個追加してみてください。これにより、
ボスは容易に敗北しなくなるでしょう。

5.　不運なヌイグルミ
これはヌイグルミたちの行動を制限する方法

です。ゲームの準備でダイス袋に入れる紫色の
ダイスの数を、ゲームに登場しているヌイグルミ
の数（またはそれ未満）にします。

6.　りこうな悪いやつ
悪いやつがどのヌイグルミを攻撃する

か、語り手が決めるかわり、次の方式に
よって決めます。

ヌイグルミカードにダイスがないもの
を選択する。複数いる場合、綿トーク
ンがより少ないものを選択する。すべ
てのヌイグルミカードにダイスがある場
合、綿トークンがより少ないものを選
択する。

7.　真のバッドエンド
これは物語を作るのが好きなプレイヤーには喜ばれるでしょう。

おやすみカード『目が覚めた！』をめくってしまった場合のエンディ
ングは、プレイヤーたちが自由に作成します。より恐ろしい物語を
つむいでみてください。
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その他のバリエーション

1.　ゲームをセーブする
忙しい人たちへのバリエーションです。さまざまな理由から、ゲー

ムを途中でやめざるをえないこともあるでしょう。その場合、現在
の状況を簡単に保存できれば便利ですよね。

各ヌイグルミごとに、プラスチックの小さな袋を用意します。また、
おやすみカードの山用にも、別に袋を用意します。

各プレイヤーは、自分のヌイグルミカード、綿トークン、はあとトー
クン、カードに置かれたダイス、アイテムカードをまとめて袋に入
れて閉じます。しおりトークンを、現在開いているストーリーブック
のページにはさみます。残ったものは適当に片付けます。

これで簡単なセーブは終了です。ここでゲームを中断します。次
に遊ぶ際、すぐにゲームを再開できるでしょう。

2.　好きな名前をつける
このバリエーションでは、ゲーム体験をより個人的なものへと改

変できます。別冊の「ぬりえ」PDF には、ヌイグルミの名前の欄
が空白になっているものがあります。そこに好きな名前を記入しま
しょう。ストーリーブックでヌイグルミたちの名前が呼ばれるとき、
自分たちがつけた新しい名前に置き換えて読み上げましょう。だっ
て実際に子供と遊ぶなら、子供たちがつけた名前のヌイグルミが
あったほうが楽しいでしょう？　ちなみに秘密ですが、ランピィと
は私の息子の名前なのです！

3.　ボタンの重要性
このバリエーションでは、プレイヤーは自分の

所持するきれいなボタンを 1 個消費することによ
り、任意の数のダイスを振りなおすことができま
す。ゲームは簡単になりますが、よりボタンの重
要性があがるでしょう。
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多芸：多芸：手番中に１回、セアド
ラは、引いたアクションダイス手番中に１回、セアドラは、

引いたアクションダイス
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のっぽさん：のっぽさん：移動／攻撃を行うとき、色つきの太線はすべて、
移動／攻撃を行うとき、色つきの太線はすべて、白の破線とみなします。白の破線とみなします。

決意：決意：能力判定を行うとき、1回だけ任意の数のダイスを
能力判定を行うとき、1回だけ任意の数のダイスを振り直しできます。その場合、振りなおした目を適用しな

振り直しできます。その場合、振りなおした目を適用しなければなりません。ければなりません。

先見の明：先見の明：自分の手番で、ダイスを1個振ると
自分の手番で、ダイスを1個振るとき、この能力が使えます。ダイスの出目に＋ 4

き、この能力が使えます。ダイスの出目に＋ 4します。します。

かみ返す：かみ返す：悪いやつの攻撃を受けた結果、綿トーク
悪いやつの攻撃を受けた結果、綿トークンを失ったとき、この能力が使えます。相手の悪い

ンを失ったとき、この能力が使えます。相手の悪いやつカードの上に、このはあとトークンを移します。
やつカードの上に、このはあとトークンを移します。このはあとトークンが置かれた悪いやつの頑丈さは 1
このはあとトークンが置かれた悪いやつの頑丈さは 1下がります。下がります。

首のつめ物：首のつめ物：このヌイグルミが気絶することになっ
このヌイグルミが気絶することになったとき、この能力が使えます。気絶はせず、か

たとき、この能力が使えます。気絶はせず、かわりに1個以外の綿トークンをすべて捨てます。
わりに1個以外の綿トークンをすべて捨てます。

警戒のほえ声：警戒のほえ声：ステップ 1でダイスを引いてい
ステップ 1でダイスを引いているとき、この能力が使えます。引いたダイスの

るとき、この能力が使えます。引いたダイスの中の脅威ダイスをすべて袋に戻し、戻した数だ
中の脅威ダイスをすべて袋に戻し、戻した数だけダイスを引きなおします。けダイスを引きなおします。

上からの見張り：上からの見張り：ゲームマップに悪いやつが 1体もいない
ゲームマップに悪いやつが 1体もいないとき、この能力が使えます。こわいこわい表にある脅威ダ

とき、この能力が使えます。こわいこわい表にある脅威ダイスをすべて振ります。出目が 1～ 2のものをすべて捨て、
イスをすべて振ります。出目が 1～ 2のものをすべて捨て、残りはこわいこわい表に戻します。その後、ダイス捨て場
残りはこわいこわい表に戻します。その後、ダイス捨て場にあるすべてのダイスを、ダイス袋に戻します。
にあるすべてのダイスを、ダイス袋に戻します。

いつも一緒：いつも一緒：他のヌイグルミが、隣接マスを通
他のヌイグルミが、隣接マスを通り過ぎるたび、この能力が使えます。そのヌイ

り過ぎるたび、この能力が使えます。そのヌイグルミが移動を終了したマスに隣接する任意の
グルミが移動を終了したマスに隣接する任意のマスに、このコマを移します。
マスに、このコマを移します。
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