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準 備 編

今井麻美の 
プレイヤーからスタート
※時計回りで進行

＋Aカードを場に出す

山からカードを引く

つぎのプレイヤーへ

・セットリストを入れ替える
※+Aカードが置かれていないセットリストのみ

・キャラクターの能力を使う
※順番が来るたび使用可能

・アイテムカードを使う
※1回使ったら使用不可に

キャラクター
カードを引く

アイテムカードと
攻略ステージ
マーカーを配置

プレイの流れ 超ざっくりとしたマニュアルです

これをくり返してクリアーを目指そう!

カードの配置方法
追加ゲージ

第3ゲージ

第2ゲージ

第1ゲージ

セットリスト

+Aカード配置エリア

セットリスト
山札

捨て札
置き場

攻略中ステージマーカー

左端から右に進んで行く

ア
イ
テ
ム
カ
ー
ド

S S G  5 周 年 記 念 カ ードゲ ーム
プ ラ ス  エ ー  パ ワ ー

＋A POWER

セットリストを並べる
※�ウラ向きの山札から7枚を引いて、左から
順番に並べよう！　残った6枚のカードも
使うので、ウラ向きのままにしておいてネ。

アクシデントカードを
1枚ずつ各山に入れる
※��余った1枚は使わないので混ざらないように注意

各プレイヤーに2枚ずつ
+Aカードを配った後、
3つの+Aカードの山を作る
第3：4枚／第2：6枚／第1：残り
※�第1ゲージは、2人プレイ時：11枚、�
3人プレイ時：9枚、4人プレイ時：7枚となります。

＋Aカードを
場に出す前にできること

❶

❷

❸

❹
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■ プレイ人数
　2～4人

■ ゲームの概要
　今日は『今井麻美のSinger Song Gamer』（以下、SSG）主催に
よる今井麻美さんのミニライブ！　ところが、ライブが始まった途
端に会場が“ゲーム時空”に飲み込まれてしまった！　SSGスタッ
フは総力を合わせて、こんがらがったセットリストを修正し、各コ
ーナーを成功させ、そして、今井麻美さんを「覚醒」させて素敵な歌
を歌ってもらおう！　カギとなるのはもちろん「+A」であるお客さ
んの力だ！

■ このゲームについて
　「+A POWER」は、協力型というちょっと変わった方式のゲーム
です。プレイヤーは今井麻美さんとSSGスタッフのひとりとなり、
みんなでミニライブの成功を目指します。ライブが成功すれば全員
の勝利、失敗すれば全員の敗北です。
　ライブは「曲」と「コーナー」からなる7つのステージで構成され、
ステージごとに要求される「+Aの力（プラスエーパワー）」を満たす
ように、みんなでカードを出していきます。ステージをクリアーす
るとクリアーポイントを獲得します。このクリアーポイントが30
点を超えればミニライブ成功！　“ゲーム時空”から脱出できます。
　ゲームのクリアーに必要なのは、どうすればクリアーに近づくか
をお互いに話し合うことです。全員で一丸となり、最高のライブを
作り上げてください！

■ カードの内訳（計54枚）

★キャラクターカード（7枚）

       

  

裏面×7

　SSGスタッフが書かれています。プレイヤーはこの中の誰かと
なってゲームを攻略します。キャラクターは、それぞれ特殊な能力
を持っています。

★セットリストカード（13枚）

      

       

  

裏面×13

　「曲」が9枚、「コーナー」が4枚あります。これらのカードを場に
並べてステージを構成します。
　曲には1枚のカードの中に「通常モード」と「覚醒モード」、それぞ

れの数字が書かれています。通常モードに比べて覚醒モードのほう
が、クリアー時に得られるポイントが高いですが、その分、攻略が
難しくなっています。

★+Aカード（29枚）
　 各ステージを攻略するための手札として使います。

　LOVE／COOL／PASSIONカード（各8枚／計24枚）

　    

　         

裏面×24

　    
　ジャンルごとに1点×4枚／2点×2枚／3点×2枚

　オールマイティーカード（1枚）　

　       

裏面×1

　5点（どのジャンルにもなれます）

※ これらのカードはライブに注入するPOWERであり、 
以下の意味を持っています（ゲーム的な違いは点数だけです）。

　1：+SING　歌に想いを込めよう！
　2：+BAND　バンドの演奏でヒートアップ！
　3：+FUN！　ファンの力でライブを盛り上げよう！
　5：+MINGOSU　ミンゴスの歌が会場全体を包み込む！

　アクシデントカード（4枚）

　          

裏面×4

　ライブ進行中に発生するアクシデント

★アイテムカード（4枚）

         

裏面×4

　各コーナーを成功させたときに、報酬としてもらえます。

★攻略中ステージマーカーカード（1枚）

      

裏面×1

　現在攻略中のステージを示すために使います。

「今井麻美のＳＳＧ５周年記念カードゲーム
＋Ａ ＰＯＷＥＲ（プラスエーパワー）」まにゅある （ゲームデザイン：土屋つかさ）
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■ ゲームの目的
　このゲームの目的は「7つのステージで獲得したクリアーポイン
トを合計30点以上にすること」。クリアーポイントを獲得するには、
ステージごとに+Aカードを配置して、各ステージを成功させる必
要があります。

■ ゲームの準備
　以下の手順に従って、ゲームの準備をしてください。カードを広
げるので、それなりに大きなテーブルか、床の上で遊ぶことをオス
スメします。

①キャラクターを決める
　プレイヤーが担当するキャラクターを決めます。まずキャラクタ
ーカードの中から、今回のゲームで使用するキャラクターをプレイ
ヤーの人数分選びましょう。なお、選出するキャラクターは好きな
ように選べます。ただし、キャラクターのうち、ひとりは必ず「今
井麻美」にしてください。

※ 最初のプレイでは、プレイ人数に応じて以下のキャラクターで遊
ぶことをオススメします（オススメのキャラクターは、ほかの人
よりも能力が強いので、若干ゲームが楽になります）。ゲームに
慣れたら、好みのキャラクターでゲームに挑戦しましょう（ただ
し、今井麻美は必ず入れてください）。

●オススメキャラクター
　2人プレイ：今井麻美／謎の司令官みよちゃん
　3人プレイ：今井麻美／謎の司令官みよちゃん／濱田P
　4人プレイ：�今井麻美／謎の司令官みよちゃん／濱田P／むーたん

　キャラクターカードを選んだら、それをウラ向きにシャッフルし
て各プレイヤーに1枚ずつ配ります。カードが配られたら、オモテ
にして自分の前に置いてください。それが今回担当するキャラクタ
ーになります。選ばれなかったキャラクターカードは、今回のゲー
ムでは使いません。

②セットリストの決定
　セットリストカードをウラ向きにシャッフルしてから1枚ずつめ
くり、白い枠が上を向くように、左から右へ7枚並べます。これが
ゲーム開始時点でのライブのセットリストになります。
　各セットリストカードを「ステージ」と呼び、いちばん左から第1
ステージ、第2ステージ……となり、いちばん右が第7ステージ（最
終ステージ）になります。残った6枚はウラ向きのまま近くに置い
ておきます。これらのカードも後で使います。

③+Aカードの配置
　ここは少し複雑なので、ひとつずつ順番に進めてください。

【手順1】 +Aカードの中から4枚のアクシデントカードを抜き出し
て脇に置きます（これは後で使います）。

【手順2】 +Aカードの山をウラ向きにシャッフルし、各プレイヤー
に2枚ずつ配ります。これが最初の手札になります。

【手順3】 残った+Aカードの山を、以下に指定された枚数で分け、
3つの山（ゲージ）を作ります。
　第3ゲージ：4枚
　第2ゲージ：6枚
　第1ゲージ：残りのカードすべて
　（2人プレイ時：11枚、3人プレイ時：9枚、4人プレイ時：7枚）

【手順4】 4枚のアクシデントカードをウラ向きにシャッフルして、
3つのゲージに1枚ずつ加え、それぞれのゲージをもう1度シャッ
フルします。

※ 余った1枚のアクシデントカードはウラ向きのままにしておきま
す。このゲームでは使わないカードとなります。つまり、4枚の
うち、どのアクシデントがゲージに入り込んだのかはわからない
状態になります。

【手順5】 第1ゲージのみを1枚ずつ横方向に並べます。この1列が、
補充に使える最初のカード群になります。山のままになっている第
2／第3ゲージはロックされている状態になり、［コーナー］をクリ
アーしてアンロックされるまでは使用できません。

④アイテムカードと攻略中ステージマーカーの配置
　4枚のアイテムカードをオモテ向きにして、脇に並べてください。
これらのカードは、コーナーをクリアーすると入手できます。続い
て、攻略中ステージマーカーを、第1ステージのセットリストカー
ドの上に置いてください。このカードの下にあるセットリストカー
ドが、現在攻略中のステージであることを示します。

　以上で準備は完了です。

なんかゴチャっとしてるね！　ゲーム
開始前のカードの配置を図にしてみた
から、参考にしてね！　それじゃあゲ
ームを開始しよう！

ミンゴスワンポイント
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■ 大事な約束事
　手札として配られた+Aカードは、ほかのプレイヤーに見せては
いけません。ただし、「そっちは何を持ってる？」、「LOVEの2と
COOLの1」など、カードの内容を教えるのはかまいません。

■プレイの手順
　今井麻美のキャラクターカードを引いたプレイヤーから時計回り
に進行します。自分の手番では、以下の3つのアクションを順番に
行います。

【アクション1】 セットリストの入れ替え（しなくてもよい）
【アクション2】 +Aカードを場に出す
【アクション3】 カードを補充する

　また、状況に応じて以下の追加アクションを行えます。追加アク
ションは「【アクション3】カードを補充する」より前であれば、手番
中にいつでも行えます。

【追加アクション1】 能力を使う
【追加アクション2】 アイテムカードを使う

追加ゲージ
ゲーム開始時には存在せず、今井麻美の能
力「みんなの力」を使うことでカードが並べ
られる

第３ゲージ（ロック）
＋Ａカード5枚�
（アクシデントカード1枚含む）

第２ゲージ（ロック）
＋Aカード7枚�
（アクシデントカード1枚含む）

第１ゲージ（アンロック）
＋Ａカード10枚�
（アクシデントカード1枚含む）�
（※3人プレイの場合）

セットリスト山札

捨て札置き場
攻略中ステージマーカー

セットリスト

＋Aカード配置エリア（場）

＋Aカード配置ゲージ

現在攻略中のステージの位置を示します。

左端の第1ステージから右端の第7ステ
ージまで、セットリストカードが置かれ
ます。プレイヤーはこの各ステージを順
番に攻略していきます。

ステージごとに＋Aカードを配置し、そ
のステージのクリアーを目指します。

＋Aカードを裏向きに並べます。第2、
第3ゲージはロックされており、アンロ
ックするまで使用できません。

ゲーム開始前の
カード配置図

左端から右に進んで行く

アイテムカード

手番の説明

自分の手番が来た

④能力を使う
（手番ごとに１回だけ使える）

⑤アイテムを使う
（複数個アイテムがあれば何個でも使える）

①②③のほかにできる追加アクション

※�追加アクションは、自分の手番が来てか
ら、③で手札を補充する前までならいつ
でも行える

①セットリストの変更
（しなくてもよい）

③手札が２枚になるまで補充

②＋Ａカードを１枚場に出す

つぎの人の手番へ

　このゲームでいちばん大事なのは、
ほかのプレイヤーとの相談と連携！　
自分が何を持っているかを“会話をし
て”教えあって、クリアーを目指そう！

ミンゴスワンポイント
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以下、アクションをひとつずつ説明します。

【アクション1説明】 セットリストの入れ替え（しなくてもいい）
　→ セットリストに並べられたセットリストカードを交換できます
（しなくてもいいです）。

　→ 入れ替える方法は「A：ステージ内の交換」と「B：セットリスト
山札との交換」の2種類があります。

 A：ステージ内の交換
  → セットリストの各ステージから2ヵ所を選び、そのカード

を交換します。

 B：セットリスト山札との交換
  → セットリスト上のカードをひとつ選んだ後、セットリスト

山札をめくり、そのカードと取り替えます。元のカードは
セットリスト山札のいちばん下にウラ向きに入れます。

【アクション2説明】 +Aカードを場に出す
　→ 「攻略中ステージ」のセットリストカードの下に、手札から+A
カードを1枚置きます。同時に2枚以上は置けず、また、攻略
中ステージ以外の列には置けません。

　→ みんなで協力し、一定の枚数を正しく配置できれば、そのステ
ージのクリアーとなり、クリアーポイントを獲得できます。

　→ ステージのクリアー方法は、そのステージのセットリストカー
ドが「曲」なのか「コーナー」なのかによって違います。

●セットリストカードが「曲」の場合【ステージクリアー方法】
　その曲で示されたCOOL／LOVE／PASSIONの各ジャンルと
同じ+Aカードを配置します。配置した+Aカードのポイントの合
計が、その曲のカードに書かれたポイント以上になれば、その時点
でステージクリアーになります。
→ 「曲」に書かれているポイントが、そのままクリアーポイントとし
て加算されます。
→�指定されたジャンルの+Aカードが手札にない場合でも、+Aカ
ードを1枚出さなければなりません。
　そのときは、出した+Aカードをウラ向きにして配置します。

●セットリストカードが「コーナー」の場合【ステージクリアー方法】
　COOL／LOVE／PASSIONのカードをそれぞれ1枚ずつ配置
することができれば、その時点でステージクリアーになります。カ
ードの数字は関係ありません。
→ コーナーに書かれているポイントが、クリアーポイントとして加
算されます。
→�同じジャンルの+Aカードを2枚配置することはできません。そ
うせざるを得ない場合は、ウラ向きに配置します。

①�交換するカードを決めてから、セットリスト山札をめくり、�
そのカードと入れ替える。

①２ヵ所のステージのカードを交換する。

②元のセットリストカードは、セットリスト山札のいちばん下に置く。

②すでに1枚でも＋Ａカードが置かれている場合は交換できない。

B：セットリスト山札との交換

Ａ：ステージ内の交換

セットリストの変更

①�曲のジャンルと同じ＋Ａカードを置き、�
そのポイントの合計がクリアーポイント以上になればクリアーになる

②同じジャンルの＋Ａカードがない場合、�ウラ向きに置く

②�2+3+2＝７で、クリアーポイントの６を上回ったので、�
この時点でクリアー

曲ステージのクリアー

すでにクリアー、あるいは失敗しているステージのカードは入
れ替えられません。また、+Aカードが1枚でも置かれている
ステージのカードも入れ替えられません。
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★コーナークリアー報酬
　コーナーをクリアーすると、3つの「クリアー報酬」が得られます。
以下に説明します。

　 【覚醒】 クリアーしたコーナーのつぎのステージから、カードに書
かれた枚数分のセットリストカードを、黒い枠が上になるように
ひっくり返します。
　　 覚醒モードの「曲」は、攻略に必要なポイントが上がります（そ
の分、獲得クリアーポイントも増えます）。コーナーも1枚に
数えますが、ひっくり返す必要はありません。

　 【ゲージをひとつアンロックする】 ロックされているゲージの山札
を1列に並べます。
　　 今後はこれらのカードも補充に使えます。ゲージは第2ゲージ、
第3ゲージの順にアンロックされます。カード補充の際は、必
ず古いゲージのカードから順に取っていきます。

　 【アイテムカードの獲得】 コーナーをクリアーするための最後の
+Aカードを置いたプレイヤーは「アイテムカードを獲得します」。
　　 コーナーごとに指示されている「アイテムカード」を獲得し、キ
ャラクターカードの横に置きます。アイテムカードは手札の枚
数に数えません。

▼ステージクリアー！
　「曲」あるいは「コーナー」をクリアーしたら、その時点で攻略中ス
テージマーカーをひとつ右にズラし、つぎのステージに進みます。

▼攻略失敗……
　各ステージの列に配置できる+Aカードは、「曲」／「コーナー」を問
わず、オモテとウラどちら向きに置かれているかに関係なく4枚ま
でです。4枚置いてもクリアーできなかった場合、そのステージは
失敗になってしまいます。ステージが失敗したら、即座にセットリス
トカードをウラ向きにして、攻略中ステージマーカーを右にズラしま
す。失敗したステージからは、クリアーポイントを獲得できません。

【アクション3説明】 カードを補充する
　+Aカードを補充します。手札が2枚になるように、ゲージの右
端から順に+Aカードを引いていきます。能力の使用などによって
2枚以上+Aカードを持っている場合は、補充は行いません。

●アクシデント発生！
　カードの補充時に「ACCIDENT!」と書かれたカードを引いた場
合は、ただちにそれを公開し、その指示に従います。
　すべてのアクシデントは、プレイヤー全員が手札を1枚捨て札に
することで、キャンセルできます。ただし、カードを捨てた後、そ
の場で全員手札が2枚になるように補充しなければなりません。キ
ャンセルするかどうかは全員で話し合って決めてください。その後
「ACCIDENT!」を引いたプレイヤーは、改めてカードを補充して
ください。

●GAME OVER
　カードを補充する必要があるのに、ゲージが空で、つぎのゲージ
がアンロックされていない場合、残念ながらそこでゲームオーバー
となり、プレイヤー全員の敗北です。ライブの成功を目指して、も
う1度プレイしてみてください。

①�LOVE／PASSION／COOLのカードを�
1枚ずつ置ければクリアーになる

②３種類が揃ったので、この時点でクリアー

コーナーをクリアーすると、３つのクリアー報酬が発生！

①その後のステージが覚醒モードになる。
指定された枚数、セットリストカードを覚醒モードが上になるようにひっくり返す

②ゲージをひとつアンロックする
第２ゲージ、第３ゲージの順に、第１ゲージと同じようにカードを並べる。

③アイテムカードを獲得する
コーナーに対応するアイテムカードを受けとり、見えるように場に置く。

コーナーステージのクリアー

②�失敗したステージのセットリストカードをウラ向
きにする。クリアーポイントは獲得できない。

①�4枚目の＋Aカードを置いた時点で、�
クリアー条件を満たせなかったステージは�
即座に失敗となる

曲ステージのクリアー

　気がつくとゲージが空になってゲー
ムオーバーになることが多いよ！　タ
イミングよくゲージをアンロックでき
るようにコーナーをセットリストの中
にうまく配置しよう！

ミンゴスワンポイント
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■【追加アクション1】能力を使う
　自分のキャラクターの能力を、手番につき1回使用できます。
　能力を使うときは、必ず手札の+Aカードを1枚捨て札にしなけ
ればなりません。捨て札置き場にオモテ向きに捨ててください。

■【追加アクション2】アイテムカードを使う
　コーナーをクリアーした際に、獲得したアイテムカードを使用で
きます。複数枚持っている場合は、何枚でも使用できます。

▼▼勝利条件▼▼「果たしてライブは成功だったのか！？」
　途中でゲームオーバーにならず、7つ全てのステージを終えたら
ゲーム終了です。
　この時点で獲得したクリアーポイントの合計が30点以上であれ
ばプレイヤー全員の勝利となります。ライブは大成功に終わり、無
事“ゲーム時空”から脱出しました。おめでとう！
　合計が29点以下の場合、残念ながらゲームオーバーになります。
ライブは終了しましたが、後で濱田Pのお説教が待っています。ラ
イブの成功を目指して、もう1度プレイしてみてください。

▼▼簡易ルール／チャレンジルール▼▼
【簡易ルール】 ゲームが難しくて、何度遊んでもクリアーできない場
合は、+Aカードの各ゲージを、最初からアンロックされた状態か
ら始めてみて、このゲームの勝ちかたを模索してみてください。

【チャレンジルール】 ゲームに慣れて毎回クリアーできるようになっ
たら、今度はクリアーポイントを最大何点獲得できるか挑戦してみ
てください。

ゲームをつくったひと��土屋つかささん
デジタルゲーム、アナログゲームのゲームデザイン職を経て、ライトノベル作家に。
2007年に第12回スニーカー大賞奨励賞を受賞。長谷川明子さんの6thシングル『虹の彼
方に』では、初回限定盤に収録された朗読CDの台本を執筆した。代表作は『放課後の魔
術師』、『それがるうるの支配魔術』、『隻眼の龍王と水晶機装の戦姫（クリスタワルキュー
レ）』、『サマーウォーズ�クライシス・オブ・OZ』など。
Twitter：https://twitter.com/t_tutiya
ブログ：http://someiyoshino.at.webry.info/

イラストを描いたひと��ヒジキさん
ミンゴスのことが大好きなマンガ家さん。『今井麻美のSSG』LINEスタンプのイラスト
も担当。『リコとハルと温泉とイルカ』（全4巻）が電撃コミックスより発売中。今後発表さ
れるマンガ作品なども要チェック！
Twitter：https://twitter.com/hijikini
ブログ：http://hijikini.blog31.fc2.com/
Pixiv：http://www.pixiv.net/member.php?id=9286

デザインをしたひと��ちるぞさん
『今井麻美のSSG』トップ画像のデザインから、関連CD&DVDのデザインまで手掛ける
デザイナー。じつは『はらまる』のページのデザインも担当している。『ドラゴンクエスト
Ⅹ』をこよなく愛する癒し系。最近結婚して金髪じゃなくなった。

Copyright © 2014 TSUCHIYA Tsukasa All Rights Reserved.
©5pb.
©KADOKAWA CORPORATION 2014

はたして、最高得点は何点に
なるかな……!?

ミンゴスワンポイント
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まずはチュートリアルで
1度プレイしてみよう!

　アナログゲーム初心者の人にも安心して遊んでいただけ
るように、チュートリアルモードを用意しました。こちらは
初回プレイ時のみのルールとなっていますので、このモー
ドでゲームの流れを一度チェックしたら、2回目以降は正式
ルールでプレイしてくださいネ！　チュートリアルでは、以
下の部分のルールが変更になります。

●クリアーポイントは20点
●「コーナー」をクリアーしても覚醒はしない
●「アクシデント」時の覚醒は発生


