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▽▽▽▽ガールズカードガールズカードガールズカードガールズカードの見方の見方の見方の見方    

 

 

 

①このガールズカードの「タイプ」だよ！ 勧誘にこのタイプが書いてある女の子（ガールズカードの

ことなんだよね！）ならこの子をお友達にできるってことなの！ 見本のガールズカードのみぽりん

は転校してきたばかりだからタイプは「転校生」だね！ 

②このガールズカードの「名前」だよ！ 見本のガールズカードは……みぽりんだね！ 

③このガールズカードが「勧誘」できる女子のことだよ。ここにタイプが書いてあれば、そのタイプの

女の子をお友達に誘えるの！ 名前が書いてあればその名前の女の子を友達にできるよ！ 見本の

ガールズカードには「秋山優花里」……秋山さんを誘えることが書いてあるんだよ～。ゆかりんはみ

ぽりんの後ろをついてきていたもんね！ 自分から友達を作れない子にはこっちから声をかけてあ

げてね！ 

④これはＧＰだよ！ ガールズカードのＧＰは戦車に乗ったときに意味が出てくるんだね～。ＧＰがな

んなのかは最後の最後に説明しちゃうよ！ 

⑤これはね。能力値の１つで【通信】だね！ おしゃべりや通信手としての通信の上手さを表している

んだよ！ この能力値は「主導権判定」に使うよ！ 

⑥そしてそして、これも能力値で【装填】だね！ 装填手としての装填の速さや上手さを表しているん

だよ！ 装填の能力値が高いと乗っている戦車が連続して砲撃できるんだから重要だね！ この能

力値は「砲撃回数の決定」に使うよ！ 

⑦続きましては【砲撃】だよ！ もちろん、能力値の１つだね。砲手として砲を目標にあてる上手さを

表しているんだよ！ この能力値は砲撃の「命中判定」に使うよ！ 

⑧最後の能力値は【操縦】だよ！ 操縦手として戦車を動かす上手さを表しているんだね！ この能力

値は「防御判定」に使うよ！ 

⑨みっぽり～ん！ ここには女の子の絵が描いてあるよ！ 

⑩これは「才能」だね！ 「特殊能力」とも呼ばれるよ！ 女の子ごとにいろんな特殊能力があって効

果もさまざまだよ！ ［ ］で書いてあるのが発動条件だよ！ ［常時］はガールズカードが表にな

っているかぎり、効果を発揮するよ！ ［役職名］はその役職についているときに［常時］と同じ発

動条件になるよ！ ［行動］は好きなときにガールズカードを横向き配置にすると１つの判定の間だ

け効果を発揮するんだよ！ ［対抗］は１つの判定か１つの特殊能力が使用されたときに［行動］と

同じようにガールズカードを横向き配置することで効果を発揮することができるよ！ ［行動］と［対

抗］はガールズカードが縦向き配置で表になっているときにしか使えないから気をつけてね！ 

①①①①    

③③③③    

②②②②    

④④④④    ⑤⑤⑤⑤    

⑦⑦⑦⑦    
⑥⑥⑥⑥    

⑧⑧⑧⑧    

⑨⑨⑨⑨    

⑩⑩⑩⑩    
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▽パンツァー▽パンツァー▽パンツァー▽パンツァーカードの見方カードの見方カードの見方カードの見方    

 

 

 

①このパンツァーカードの「名前」だよ。これは最初から倉庫に残っていた戦車だね！ ……えーと、な

んだっけ？ 「Ⅳ号戦車Ｄ型であります！」 そうそうそれそれ！ 

②この戦車に乗る「車長」の位置を表しているよ！ 車長の役職だけだと、みんなに指示を出すのが主な

役割だから別に能力値は使わないよ。車長だけでなく、全部の役職に言えることだけど、もし１つの枠

にいくつもの役職名が書いてあったなら、それは１人で複数の役職を担当するってことだよ！ たいへ

んだね！ 車長にはみぽりんみたいなすごい個性（特殊能力）を持っているガールズカードを配置する

のが有利かも！ でも好きなガールズが一番だよね～。「そこは戦術と腕かな」 みぽりん？ 

③この戦車に乗る「装填手」の位置を表しているよ！ 装填手として乗車しているガールズカードの【装

填】の能力値の数だけ戦車は１手番に砲撃することができるよ！ とっても大事な役職なんだけど、砲

弾が重すぎて——わたしには無理だなあ。「ヒャッホォォォウッ！ 最高だぜえ！」 ……あ、うん。 

④この戦車に乗る「通信手」の位置を表しているよ！ ふふん、通信手はとってもとっても大事な役職な

んだよね～。だって、通信手の【通信】に戦車の【走】を合わせた数字に１Ｄ６を振り足して決めた値

を比べて先攻とか後攻を決める——「主導権の決定」に関わるんだよ！とっても大事だよね！ わたし

は通信手だよ！ 通信手はすっごく大事なんだよ！ うふふ、モテモテになっちゃうかな～。 

⑤この戦車に乗る「砲手」の位置を表しているよ！ 砲手の【砲撃】にその戦車の【攻】を合わせた数字

に１Ｄ６を振り足して決めた値と、撃たれた側の操縦手の【操縦】にその戦車の【守】を合わせた数字

に１Ｄ６を振り足して決めた値を比べて、砲撃が成功したか失敗したかが決まるんだよ！  

⑥この戦車に乗る「操縦手」の位置を表しているよ！ 操縦手の（中略）だよ！ ⑤でもう説明している

ように防御を担当するんだね！ これらをすぐに覚えられなくても、このあとでちゃーんと手順を詳し

くまとめるので大丈夫だよ！ 「いま覚えた」 誰もが麻子と同じじゃないって！ 

⑦灰色のところはガールズを配置できないところだね！ この戦車は５人までしか乗れないよ！ 

⑧戦車の能力値の【走】だね！ 通信手のところで説明したように「主導権の決定」に使うよ！ 

⑨こちらは戦車の能力値の【攻】で砲手のところで話したように砲撃に使うの！ 

⑩それでね、これが戦車の能力値の【守】だね。これも砲手で話しちゃってたね。防御に使うんだよ！ 

⑪これは戦車に特徴があれば書いてあるよ。この戦車はそういうのを持っていないね！ 

⑫戦車のイメージドット絵だよ！ この戦車、パンツァーカードの回りにガールズカードを配置してアニ

メのエンディングみたいな雰囲気を想像したりしてみてね！ 

⑬ここにもあるよ、ＧＰ！ ＧＰってなに？ 最後の最後に説明してあるらしいよ！ 

①①①①    

③③③③    

④④④④    

②②②②    
⑤⑤⑤⑤    

⑥⑥⑥⑥    ⑫⑫⑫⑫    

⑧⑧⑧⑧    

⑩⑩⑩⑩    

⑨⑨⑨⑨    
⑦⑦⑦⑦    

⑦⑦⑦⑦    

⑪⑪⑪⑪    

⑬⑬⑬⑬    
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▽ナニコレ？▽ナニコレ？▽ナニコレ？▽ナニコレ？    

ガールズ＆パンツァーをモデルにした簡単なカードゲームだよ！ 

女の子を表すガールズカードが３２枚、戦車を表すパンツァーカードが８枚の合計４０枚！ 

対応人数は２人から４人で１プレイ２０分ぐらいになるよ！ 

このゲームは「戦車道はじめます！」と「模擬戦です！」の２つのパートに分かれているよ！ 

ルールはざっくばらんに書いてあるので分かりにくかったら遊ぶ人たちで話し合って解釈してね！ 

ゲームは道具だからいろんな使い方があってもいいと思うよ！ 

▽▽▽▽必要な道具はあるの必要な道具はあるの必要な道具はあるの必要な道具はあるの？？？？    

遊ぶのにサイコロ１個を使うよ！ 

プレイヤー１人につき、サイコロ１個があると遊びやすくなるね！ 

筆記用具とメモ用紙またはチップやチットなどでトークンを用意するのがオススメだよ！ 

トークンは多いときには一人１５個ぐらい使うかなあ。 

でもプレイヤー全員で３０個を超えて使うことは稀だから、３０個ぐらいあれば充分だと思うよ！ 

 

 

イメージイラスト（作画：技術点３） 

 

▽戦車道はじめます！パート▽戦車道はじめます！パート▽戦車道はじめます！パート▽戦車道はじめます！パート    

プレイヤーは円形になって集まってね！ 

集まったら代表者がすべてのガールズカードとパンツァーカードを裏返しにして一緒によく混ぜて！ 

裏返しのままで手札をランダムに配布して残りを裏向きにして山札にしてね！ 

配るのはプレイヤー人数が２人なら８枚、３人なら５枚、４人なら４枚ずつになるよ！ 

山札の上からカードをめくって場札とするよ！ 

めくって場札にするのはプレイヤー人数が２人なら８枚、３人なら１０枚、４人なら８枚だよ！ 

手札が最初の「お友達候補」と「戦車」の自分が知っている情報だよ！ 

場札が「お友達候補」と「戦車」の耳にした噂だよ！ 

 

戦車の乗員は自分でお友達を誘って集めるんだね～！ 

戦車道に使う「パンツァーカード」も学園内のどこかにあるから自分で探さないとダメなんだって！ 

やだもー！ 

信じらんない！ 
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０．最初に０．最初に０．最初に０．最初に手番手番手番手番を得るプレイヤーを決めるよ！を得るプレイヤーを決めるよ！を得るプレイヤーを決めるよ！を得るプレイヤーを決めるよ！    

参加者全員で１Ｄ６を振って、一番出目が大きい人から手番を得るよ！ 

同じ出目だったらその人たちだけで振り直しだよ！ 

手番が終わったら左隣の人に手番が移るよ！ 

時計回りに手番が移るんだね、この順番は変わらないよ！ 

１．１．１．１．手番手番手番手番が回ってきたらが回ってきたらが回ってきたらが回ってきたら手札から１枚、場に置くよ！手札から１枚、場に置くよ！手札から１枚、場に置くよ！手札から１枚、場に置くよ！    

手札から場に出したガールズカードの「勧誘」の項目と、場札のカードたちを比べてね！ 

お友達にできるカードがあればそのカードの上におけるよ！ 

戦車道に誘えたんだね！ 

 

場札のパンツァーカードには手札から出したガールズカードをその上におけるよ！ 

ガールズカードの「勧誘」は関係ないよ！ 

その女の子が戦車を見つけたってことだよ！ 

 

おきたくないなら、どのカードの上にもおかなくていいよ！ 

ガールズカードなら残念だけど疎遠になっちゃったんだ！ 

パンツァーカードならその情報をみんなに教えてあげたんだね！ 

 

どのカードの上にもおけないときには、そのまま場札においてね！ 

ガールズカードなら残念だけど疎遠になっちゃったんだ！ 

できたら次の手番で声をかけてみようよ！ 

パンツァーカードならその情報をみんなが知ってしまったんだね！    

２．カードを場札においたら、山札から１枚めくるよ！２．カードを場札においたら、山札から１枚めくるよ！２．カードを場札においたら、山札から１枚めくるよ！２．カードを場札においたら、山札から１枚めくるよ！    

そのめくったカードがパンツァーカードだったら、新しい戦車の情報が見つかったってことだよ！ 

そのまま場札においてね！ 

めくったカードがガールズカードだったら、それは新しいお友達候補だよ！ 

さっきの手札と同じように「勧誘」が一致している「生徒」がいれば、その上におけるよ！ 

場札においてある好きなパンツァーカードの上にもおけるよ！ 

 

どのカードの上にもおけなかったら縁がまだなかったんだよ！ 

そのまま場札においてね！ 

それに、あえてどのカードの上に重ねないことを選んでもいいよ！ 

 

すでにカードが上においてあるものの上においてもいいよ！ 

上手くいけば、一挙に３人のお友達が増えるかもしれないの！ 

そうなったらしめしめだね！ 

３．最後に重なっているカードをすべて取り札に入れるよ！３．最後に重なっているカードをすべて取り札に入れるよ！３．最後に重なっているカードをすべて取り札に入れるよ！３．最後に重なっているカードをすべて取り札に入れるよ！    

お友達になったガールズカードと見つけたパンツァーカードは取り札として自分の前に並べてね！ 

取り札は集められれば、どんどん増えるよ！ 

次のパートがはじまるまでは取り札はもう使わないよ！ 

でも、対戦相手には見えるようにおいてあげてね！ 

 

以上で手番は終わりになるから次の人に手番を回してね！ 

全員の手番が１回ずつ終わったら最初の人に手番が戻るよ！ 

４４４４．．．．山札が尽きたら山札が尽きたら山札が尽きたら山札が尽きたらその人の手番その人の手番その人の手番その人の手番で「戦車道はじめます！で「戦車道はじめます！で「戦車道はじめます！で「戦車道はじめます！」は終わりだよ！」は終わりだよ！」は終わりだよ！」は終わりだよ！ 

もしも場札から回収できなかったカードがあったとしたら、それは縁がなかったんだよ。 

一度、ゲームからは取り除いてね！ 

さあ、次のパートの「模擬戦です！」に移るよ！ 
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▽模擬戦です！パート▽模擬戦です！パート▽模擬戦です！パート▽模擬戦です！パート    

大洗学園内での模擬戦ルールだよ！ 

大会本戦を遊びたかったらサプリメントが出るように応援してね！ 

１．戦車と乗員を選んでね１．戦車と乗員を選んでね１．戦車と乗員を選んでね１．戦車と乗員を選んでね！！！！ 

取り札の中から好きなパンツァーカード１枚とその乗員となるガールズカードたちを選んでね！ 

えっ、もしもパンツァーカードがなかったらどうするのかって？ 

兵站も整えられていないプレイヤーは最初から負けだよ！ 

って言いたいところだけど、そんなに厳しくないよ！ 

ほかのプレイヤーから使わなかったパンツァーカードを分けてもらえるよ！ 

あなたも対戦相手がパンツァーカードを１枚も持ってなかったら、 

使わなかったパンツァーカードを分けてあげてね！ 

 

パンツァーカードの周囲にガールズカードをこんなかんじに配置するよ！ 

配置の仕方はパンツァーカードを参考にしてね！ 

そして選んだパンツァーカードとガールズカードに書いてあるＧＰの数を合計しておいて！ 

このＧＰは最後に説明されるはずだよ！ 

メモしたり、チットを用意したりして残りの数を明らかにできるようにしておいてね！ 

 

・パンツァーカードとガールズカードの配置例・パンツァーカードとガールズカードの配置例・パンツァーカードとガールズカードの配置例・パンツァーカードとガールズカードの配置例    

   

   

 

乗員は「車長」「通信士」「装填手」「砲手」「操縦手」があって最低でも「車長」は必要になるよ！ 

役職の場所に誰も配置されていなかったなら他の役職の誰かが兼任することもできるよ！ 

その役職の位置に裏返っているガールズカードがある場合にはその役職を兼任できないよ！ 

兼任している役職については能力値が－１されちゃうので注意してね！ 
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・・・・判定についてのお話だよ！判定についてのお話だよ！判定についてのお話だよ！判定についてのお話だよ！        

このパートで成否の決定や上手にできたか、できなかったかは「判定」で決着をつけるよ！ 

判定はガールズカードの対応する能力値とパンツァーカードの対応する能力値を合わせたものに、 

プレイヤーの振ったサイコロ１個（１Ｄ６）の出目を加えた合計「達成値」を比べることだよ！ 

 

判定するときにサイコロで６の出目がでたら大成功、クリティカルだよ！ 

サイコロを１つ振り足すことができるの！ 

この振り足しのサイコロでも６の出目がでたらクリティカルになるよ！ 

 

ホントはクリティカルって致命的って意味らしくて、大成功ってことじゃあないんだって！ 

なんだか言いやすいから大成功することをクリティカルって呼んじゃっているんだね！ 

 

クリティカルはサイコロを振るときには起こるものなんだけど、 

戦車の副砲による「命中判定」のときには発生しないので注意してね！ 

 

カードの特殊能力・特記事項の中には「クリティカル－１」というのがあるんだけど、 

これはクリティカルに必要な出目が１つ足りなくてもクリティカルにしてくれるものだよ！ 

サイコロの出目が５と６でもクリティカルになるんだね！ 

そして、この効果は重なっちゃうんだよ！ 

もう一つ同じ特殊能力が発揮されれば、出目が４か５か６でもクリティカルになっちゃうの！ 

この効果は「砲撃クリティカル－１」みたいに対応する能力値が決まっていることもあるよ！ 

その場合は【砲撃】を使う判定にだけ効果を発揮するってことだね！ 

 

特殊能力・特記事項の「クリティカル＋１」は「クリティカル－１」の逆の効果だよ！ 

クリティカルに必要なサイコロの出目が１つ増えちゃうんだ！ 

１Ｄ６で７の出目はでないから、これはクリティカルしなくなっちゃうってことなの！ 

この効果も重なっちゃうけど、さっきの「クリティカル－１」とは効果が打ち消し合うの！ 

同時に効果が発揮されているのなら６＋１－１でもとと同じ６の出目でクリティカルになるよ！ 

 

判定するときにサイコロで１の出目がでたら大失敗、ファンブルだよ！ 

サイコロの出目はそのまま対応する能力値に足すことができるんだけど、 

ファンブルしたらその判定に関わった子が対応しなくちゃならないトラブルが発生しちゃうんだ！ 

だからこのトラブルのせいでそのガールズカードは裏返しになっちゃうの！ 

裏返しになっている間は、その女の子は何もできなくなるのでたいへんだよ！ 

命中判定はできなくなるし、すべての能力値は０として扱われちゃうんだ！ 

それに裏返しになっているガールズカードの役職は他の子が兼任することもできないの！ 

だけど、クリティカルしたあとの振り足しではファンブルしないから安心してね！ 

 

それでガールズカードの特殊能力の中には「ファンブル＋１」というのもあるんだけど、 

これはさっきの「クリティカル－１」「クリティカル＋１」のファンブル版だよ！ 

ファンブルになってしまう出目を１つ増やしてしまうの！ 

サイコロの出目が１でも２でもファンブルになっちゃうんだね！ 

そして、この効果も重なっちゃうよ！ 

もう一つ同じ効果が発揮されれば、出目が１でも２でも３でもファンブルになっちゃうの！ 

この効果は「操縦ファンブル＋１」みたいに対応する能力値が決まっていることもあるよ！ 

その場合は【操縦】を使う判定にだけ効果が適用されるってことだね！ 

 

特殊能力・特記事項の「ファンブル－１」は「ファンブル＋１」の逆の効果だよ！ 

ファンブルの起きる必要なサイコロの出目が１つ減っちゃうんだ！ 

１Ｄ６で０の出目はでないから、これはファンブルしなくなっちゃうってことなの！ 

この効果も重なっちゃうけど、さっきの「ファンブル＋１」とは効果が打ち消し合うの！ 

同時に効果が発揮されているのなら１－１＋１でもとと同じ１の出目でファンブルになるよ！ 
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２．２．２．２．主導権主導権主導権主導権判定で判定で判定で判定で行動順を決定するよ！行動順を決定するよ！行動順を決定するよ！行動順を決定するよ！    

すべてのプレイヤーが「主導権判定」をするよ！ 

判定で出した値のことを「達成値」って言うから覚えておいてね！ 

戦車の【走】＋通信手の【通信】＋１Ｄ６で決定した値、「達成値」を比べるの！ 

「戦車の速度と乗員による効果的な通信が主導権に影響するのであります！」 

兼任や特殊能力で能力値が変化することがあるので注意してね！ 

 

このとき、１Ｄ６が６の出目だったら「クリティカル」してるよ！ 

クリティカルした場合には１Ｄ６を振り足すことができるよ！ 

その出目も６の出目だったら何度でも振り足せるよ！ 

 

でも、１の出目が出たら「ファンブル」だよ！ 

ファンブルしたら達成値はそのまま計算するけれど、通信手の子にトラブルが起きるよ！ 

なにかで負傷したり、通信機器が壊れたりしちゃうの！ 

トラブルによって通信手のガールズカードが裏返しになるよ！ 

通信手が裏返っていても主導権判定はできるけど、能力値が０として扱われちゃうの！ 

ガールズカードの中にはファンブルしない子もいるので、そうした子は心配ないよ！ 

あ、そうそうクリティカルしたあとの振り足しではファンブルしないから安心してね！ 

３．手番ごとに行動できるよ！３．手番ごとに行動できるよ！３．手番ごとに行動できるよ！３．手番ごとに行動できるよ！    

主導権判定の値が高いプレイヤーから順番に手番を得るよ！ 

これは時計回りじゃないから注意してね！ 

同じ達成値のときは同じ人たちだけで再判定してね！ 

手番の回ってきたプレイヤーはＡからＤのフェイズを順番に行うよ！ 

ＡからＤのフェイズがすべて終了すれば、そのプレイヤーの手番は終了だよ！ 

 

Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：準備フェイズ準備フェイズ準備フェイズ準備フェイズ    

トラブルで裏返しになっているガールズカードを一人だけ表向きに戻すことができるよ！ 

その子がトラブルを解決できたんだね！ 

トラブルで裏返しになっている子がいないときには関係ないよ！ 

 

横向き配置になっている子がいたらその生徒たちをすべて縦向き配置に戻すことができるよ！ 

横向き配置は発動条件が［行動］や［対抗］の特殊能力を使って行動済みになっている証なんだね！ 

横向き配置になっている子がいないときには関係ないよ！ 

 

Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ：攻撃攻撃攻撃攻撃フェイズフェイズフェイズフェイズ    

好きな対戦相手の「戦車」を選んで砲撃する「命中判定」ができるよ！ 

最初に「砲撃回数の決定」をしてね！ 

この砲撃できる回数は、装填手の【装填】の値までの数だよ！ 

兼任や特殊能力で能力値が変化することがあるので注意してね！ 

もしも【装填】が０だったとしても最低１回だけは砲撃できるよ！ 

ただし！ 装填手の子がトラブルで裏返っちゃっていると、 

トラブルで装填どころじゃなくなって「砲撃回数の決定」は０回になっちゃうよ！ 

 

回数を決めたら命中判定をしてね！ 

命中判定の達成値は戦車の【攻】＋砲手の【砲撃】＋１Ｄ６で決定するよ！ 

「戦車の攻撃力と砲手の腕前が砲撃の出来につながるのであります！」 

 

このとき、１Ｄ６が６の出目だったら「クリティカル」しているよ！ 

クリティカルした場合には１Ｄ６を振り足すことができるよ！ 

その出目も６の出目だったら何度でも振り足せるよ！ 

 

   8  
  

１の出目が出たら「ファンブル」だよ！ 

ファンブルしたら達成値はそのまま計算するけれど、砲手の子にトラブルが起きるよ！ 

負傷したり、砲が詰まったりしちゃうの！ 

トラブルによって砲手の子のカードが裏返るよ！ 

砲手が裏返っていると、命中判定はできなくなるの！（戦車の砲撃回数が０になっちゃうんだね！）  

その生徒の役職を他の誰かが兼任することもできないよ！ 

生徒の中にはファンブルしない子もいるよ！ 

「確実に撃破してみせます」 

もちろん、クリティカルしたあとの振り足しではファンブルしないよ！ 

    

Ｃ；防御フェイズＣ；防御フェイズＣ；防御フェイズＣ；防御フェイズ    

砲撃の目標になった側は防御判定してね！ 

砲撃される側の達成値は砲撃された戦車の【防】＋操縦手の【操縦】＋１Ｄ６で決定するよ！ 

「戦車の防御力と操縦手の腕前が防御の出来につながるのであります！」 

 

このとき、１Ｄ６が６の出目だったら「クリティカル」しているよ！ 

クリティカルした場合には１Ｄ６を振り足すことができるよ！ 

その出目も６の出目だったら何度でも振り足せるよ！ 

 

１の出目が出たら「ファンブル」だよ！ 

ファンブルしたら達成値はそのまま計算するけれど、操縦手の子にトラブルが起きるよ！ 

負傷したり、履帯（りたい）が外れたり！ 

トラブルによって操縦手のガールズカードが裏返しになるよ！ 

操縦手が裏返っていても防御判定はできるけど、能力値が０として扱われちゃうの！ 

その生徒の役職を他の誰かが兼任することもできないよ！ 

生徒の中にはファンブルしない子もいるよ！ 

何度も言うけど、クリティカルしたあとの振り足しではファンブルしないよ！ 

 

Ｄ：損害決定フェイズＤ：損害決定フェイズＤ：損害決定フェイズＤ：損害決定フェイズ    

命中判定と防御判定の達成値を比べるよ！ 

砲撃された戦車の達成値が砲撃した戦車の達成値以上なら防御に成功したよ！ 

砲撃を受けた戦車がそれを避けたか、装甲ではじいたってことだね！ 

 

砲撃する戦車の達成値が上回っているのならそのダメージでトラブルが発生するよ！ 

トラブルの発生数は[砲撃する側の達成値－砲撃された側の達成値]の数だよ！ 

トラブルが発生したら砲撃された側のチームはそのトラブルの数だけ、 

自分たちのチームの戦車のガールズカードを好きに選んで裏返しにしなければいけないの！ 

砲撃を受けていろんなトラブルが起きたんだね、たいへん！ 

ガールズカードの全員が裏返ってしまったら、行動不能で白旗だよ！ 

その戦車はリタイヤになるよ！ 

 

砲撃の回数が残っていれば、Ｂにその回数だけ戻って「砲撃フェイズ」から繰り返すよ！ 

副砲砲手がいる場合にも同じ手順を繰り返すよ！ 

このとき、砲撃できる回数は、副砲装填手の【装填】の値だよ！ 

でも、気をつけて「副砲ではクリティカルは発生しない」の！ 

ファンブルは出ちゃうからちょっと納得がいかないかもしれないけれど、 

副砲は主砲より弱いから仕方ないんだね！ 

 

４．すべてのプレイヤー（４．すべてのプレイヤー（４．すべてのプレイヤー（４．すべてのプレイヤー（チームチームチームチーム））））の手番が終わったら！の手番が終わったら！の手番が終わったら！の手番が終わったら！ 

また２番に戻るよ！ 

模擬戦が終わるまでは２番から４番は繰り返しになるんだね！ 
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５．模擬戦終了５．模擬戦終了５．模擬戦終了５．模擬戦終了    

１チームを除いて他のチームの戦車がすべて行動不能になったら模擬戦は終了だよ！ 

残っているチームのプレイヤーが勝者……もとい代表の子が大洗学園の戦車隊長だよ！ 

 

▽兼任▽兼任▽兼任▽兼任のまとめだよ！のまとめだよ！のまとめだよ！のまとめだよ！    

戦車に搭乗する人数が足りなくて役職に空きがある場合には、 

ほかに搭乗しているガールズカードがその役職を兼任することができるよ！ 

そのとき、兼任している役職については対応する能力値を－１して扱うので注意してね！ 

役職のガールズカードが裏返しになっている場合には、 

ほかに搭乗しているガールズカードがその役職を兼任することはできないよ！ 

    

▽ＧＰってなんなの？▽ＧＰってなんなの？▽ＧＰってなんなの？▽ＧＰってなんなの？    

ＧＰはＧＰだよ！ 別の何物でもないんだよね!? あたし、もうわかんない！ 

 

「ＧＰは模擬戦です！ パートの際に使用されるわ」 

「プレイヤーは自分が選んだパンツァーカードと乗員として配置したガールズカードのＧＰを合計し

た分だけのトークンを用意するの。トークンは駒だったり、コインだったり、メモだったり、記録で

きるものであればなんでもいいわ。２０は超えないけど、１０程度なら超過することがあるからトー

クンは１人１５個程度を用意できているといいわね」 

「ＧＰは１ゲーム中に消費するものよ。１つを消費するたびに以下の効果のどちらかを得ることができ

るわ。ＧＰが残っているなら何度でも使用できるわよ」 

 

１．損害決定フェイズで発生するトラブルを１つ打ち消す 

（つまり、いわゆるダメージにだけ適用できます） 

２．直前に振った自分のサイコロをなかったことにして振り直す 

（ただし、クリティカルしたあとはふり直せない） 

 

「ＧＰは成長の可能性であり、根性であり、ガールズとパンツァーに眠っている未知の力よ。ぶっちゃ

けてしまうとバランス調整用のゲームギミックね。だって、そうでもしておかないと八九式に乗る人

がいくらなんでもかわいそうすぎるわ。細かいことは気にしないでね。とにかく、ガンガン前進して

バンバン撃って、やっつければいいわけ。分かった？」 
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▽奥付▽奥付▽奥付▽奥付    

 

作品名称 ガールズ＆パンツァーカードゲーム「ガパカ！」 

サークル ＲＧＭメンバーズ（ＧＭ研究会） 

連絡先  rgmm.works＠gmail.com 

ブログ  http://rgmmembers.blog27.fc2.com/ 

初版発行日  ２０１３年１１月４日 

改訂日    ２０１３年１１月２６日 

発行人  富士山鷹茄子 （ＲＧＭメンバーズ） 

企画   たとえもん （ＲＧＭメンバーズ） 

設計   富士山鷹茄子 （ＲＧＭメンバーズ） 

作画   ギネイ  （アバラッシュ） 

作画   らいの  （犀の華） 

作画   技術点３ （ＲＧＭメンバーズ） 

 

▽カードリスト▽カードリスト▽カードリスト▽カードリスト    

カード番号：カード名称（作画担当） 

 

No.G-001：西住 みほ （ギネイ） 

No.G-002：武部 沙織 （ギネイ） 

No.G-003：五十鈴 華 （ギネイ） 

No.G-004：秋山 優花里 （ギネイ） 

No.G-005：冷泉 麻子 （ギネイ） 

No.G-006：角谷 杏 （ギネイ） 

No.G-007：小山 柚子 （ギネイ） 

No.G-008：河嶋 桃 （ギネイ） 

No.G-009：磯部 典子 （ギネイ） 

No.G-010：近藤 妙子 （ギネイ） 

No.G-011：河西 忍 （ギネイ） 

No.G-012：佐々木 あけび （ギネイ） 

No.G-013：カエサル （ギネイ） 

No.G-014：エルヴィン （ギネイ） 

No.G-015：左衛門佐 （ギネイ） 

No.G-016：おりょう （ギネイ） 

No.G-017：澤 梓  （ギネイ） 

No.G-018：山郷 あゆみ （ギネイ） 

No.G-019：丸山 紗希 （ギネイ） 

No.G-020：阪口 桂利奈 （ギネイ） 

No.G-021：宇津木 優季 （ギネイ） 

No.G-022：大野 あや （ギネイ） 

No.G-023：そど子  （ギネイ） 

No.G-024：ゴモヨ  （ギネイ） 

No.G-025：パゾ美  （ギネイ） 

No.G-026：ナカジマ （らいの） 

No.G-027：スズキ  （らいの） 

No.G-028：ホシノ  （らいの） 

No.G-029：ツチヤ  （らいの） 

No.G-030：ねこにゃー （らいの） 

No.G-031：ももがー （らいの） 

No.G-032：ぴよたん （らいの） 

No.P-001：Ⅳ号戦車Ｄ型 （技術点３） 

No.P-002：38(t)戦車 B/C 型 （技術点３） 

No.P-003：八九式中戦車甲型 （技術点３） 

No.P-004：Ⅲ号突撃砲Ｆ型 （技術点３） 

No.P-005：Ｍ３中戦車リー （技術点３） 

No.P-006：ルノーB1bis （技術点３） 

No.P-007：ポルシェティーガー （技術点３） 

No.P-008：三式中戦車 （技術点３） 

 


