
闇おちアイドル 
アイドルが合コン行っちゃってフライデーされちゃう人狼  
  

時間：普通の人狼くらい 
対象：思春期以上 
人数：５～１５人 
 
このルールは、「ある程度人狼ゲームをしたことがある・ル
ールを知っている」方向けに書かれています。 
 
ここは、アイドル業界。 
トップアイドルになるべく、沢山のアイドル
たちが切磋琢磨しています。その中に、 
彼氏や合コンでファンを裏切る「夜遊び 
アイドル」が紛れ込んでいるようです。 
 
 
【闇おちアイドルで使うカード】  
・	 プロデューサー 
・	 まじめアイドル（10枚） 
・	 夜遊びアイドル（５枚） 
・	 雑誌記者 
・	 ＡＶメーカー 
・	 マネージャー 
・	 イケメン俳優 
・	 やおよろズ（10枚） 
 

  
【  カード  の  能力  】  

 
【プロデューサー】（ＧＭ）  

アイドル界に君臨するプロデューサーであ
り、夜遊びしないトップアイドル。 
 
【まじめアイドル】（村人）  

トップアイドルを目指すまじめなアイドル
です。夜遊びアイドルに合コンに誘われてし
まうと、運悪くフライデーされてしまいます。 
 
【夜遊びアイドル】（狼）  

夜遊びをしている堕落したアイドル。まじめ
アイドルを合コンに誘い、堕落させます。 
 
【雑誌記者】（占い師）  

毎夜１人のアイドルに張り付き、 
スキャンダルを狙います。 
 
【ＡＶメーカー】（霊媒師）  

アイドル業界を引退した元アイドルたちの
素性を調べ、スカウトしＡＶデビューさせて
しまいます。 
 
【マネージャー】（ボディーガード）  

アイドルを深夜練習に向かわせ、夜遊びが 
できないようにします。 
 
【イケメン俳優】  

奇数の夜、アイドルをホテルに誘い、熱愛発
覚させ夜遊びアイドルにしてしまいます。 
 
【たまくみ】  

自分の役職をオープンすることで、 
一度だけ「引退させる相手」「雑誌記者が張
り付く相手」「深夜練習させる相手」を指定
できます。 
 
【まりえ先生】  

自分の役職をオープンすると、以降投票の際
まりえ先生の票を２票分とカウントします。 
 

【ましろん】  

引退投票の際選ばれると強制オープンし、 
ましろんの次に投票が多かった人を強制的
に引退させます。次点が複数いた場合、その
人達で最終決選します。効果は一度だけです。 
 
【キタコ】  

イケメン俳優がキタコを選ぶと、イケメン 
俳優が籠絡されてしまい、イケメン俳優は 
事務所を解雇されます（フライデーされて 
ゲームから退場となります）。 
 
【らんちゃん】  

一度だけ合コンに誘われてもスルーでき 
ます。その夜はフライデーなしとします。 
 
【まいまい】  

一度だけ合コンに誘われても、合コンの予定
をキャンセルさせます。その時、右から数え
てまいまいから一番近かった夜遊びアイド
ルがまいまいに食べられてしまい、夜遊びア
イドルが引退します。この時、次の日はまい
まいに食べられたアイドルがフライデーさ
れます。 
（※カードには「まじめアイドルにする」と
いう表記ですが、夜遊びしてるようなアイド
ルは、まじめになるわけないですよね。） 
 
【えみちゃん】（共有） 
最初に選んだ１人と、夜の間にジェスチャー
で会話できます。 
 
【ねいじまとーこ】狂人 
【ポールまきお】ハムスター人間 
【うなどん】村人 
 
 
【  ゲームの流れ  】  

  
(1) 役職の確認（省略） 

 
(2) おはようございます。皆さんにお伝

えしなければいけないことがありま
す。事務所が差止めましたが、某雑
誌に、夜遊び現場写真が投稿されて
います。皆さんで夜遊びしているア
イドルを見つけ出し、引退させてく
ださい。それでは今日のライブも頑
張っていきましょう。 

 
(3) 最後の曲です。夜遊びアイドルだと

思うアイドルを指さしてください。 
 

 
(4) ファンの皆さんに、大事なお知らせ

があります。当事務所アイドル、○
○（名前）は、本日をもってアイド
ルを引退します！ 
------引退することになったアイドル
は、「○○です。今日で普通の女の子
に戻ります」等のコメントをします。 
 

(5) それでは、ライブお疲れ様でした！ 
各自ストレッチして休んで下さい。 
 

 
 
 
 

【夜フェイズ】 
 

(6) 【AVメーカー】今日引退してＡＶデ
ビューした○○さんは、（判定）です。 
 

(7) 【雑誌記者】今日はどのアイドルに
貼り付きますか？ →（判定） 

 
 

(8) 【マネージャー】今日は誰を練習さ
せますか？ 
 
 

(9) （奇数の夜）【イケメン俳優】今日は
誰をホテルに連れ込みますか？ 

 
 
(10) （いれば）【えみちゃん】えみちゃん

と王子様、密会してください。 
 
(11) 【夜遊びアイドル】誰を合コンに誘

いますか？ 
 
【２日目の朝以降】 
 
(12) おはようございます。今日のフライ

デーで、○○の合コン現場がスキャ
ンダルされました。皆さんは心を引
き締めて今日のライブも全力を尽く
してください。 
 

 
【ゲーム終了時】 
 
(13) ライブ全ツアーお疲れ様でした！ 

今日も打ち上げを用意しています！
これからもまじめにトップアイドル
をめざしていきましょう！ 
  →まじめアイドル勝利   
 

(14) ライブ全ツアーお疲れ様でした！ 
今日も打ち上げを用意しています！ 
一部のアイドルの要望により、今日
の打ち上げは合コンとなりました！ 
  →夜遊びアイドル勝利 
 

(15) ライブ全ツアーお疲れ様でした！ 
打ち上げはありません。各自ひとり
で帰宅してください。 
  →ポールまきお勝利 

 
 
【Tips】 
★	 AVメーカーへの判定では、AVのタイ

トルっぽいタイトルを付けて言うとよ
いです。 

★	 いかにアイドルになりきって人狼を遊
ぶか？ というゲームなので、アイドル
になりきって議論もしましょう。 



やおよろズ  

地方営業大作戦  
時間：30分くらい 
対象：思春期以上 
人数：５～１０人 
 
京都から全国区アイドルを目指す全方向 
カルチャー発信型アイドル・やおよろズ。 
地方営業も自分でセッティングします。 
やおよろズの中にも、まじめに営業をする
「まじめ」と、和を乱す「でしゃばり」が 
います。うまくメンバーを選んで、営業を 
成功させましょう。 
 
【地方営業大作戦で使うもの】  

・	 プロデューサー 
・	 まじめアイドル（５枚） 
・	 夜遊びアイドル（５枚） 
・	 やおよろズ（１０枚） 
・	 営業先カード（１５枚） 
・	 ５円玉（皆さんで用意してください） 
 

 
【  カードの役割  】  

  
【プロデューサー】  

営業先とメンバーを選ぶ人のマーク 
 
【まじめ・夜遊びアイドル】  

営業成功・失敗を示すカード（OK/NG） 
 
【やおよろズ】  

プレイヤーの所属を決めるカード。 
闇おちアイドルで使った能力は使いません。 
下のマークで判別します。 
 
★	 でしゃばり陣営（４枚） 

 まりえ先生・ましろん 
 ねいじまとーこ・ポールまきお 
 

★	 まじめ陣営（６枚） 
 たまくみ・えみちゃん・キタコ 
 らんちゃん・うなどん・まいまい 

 
【営業先カード】  

営業先に行く地方カード 
 

【  プレイの準備  】  
 
(1) 営業先カードをシャッフルし、 

１つの山に置きます。 
 

(2) まじめ・夜遊びというカードの組を 
５つ作ります。 
 

(3) プレイヤーの中から１人親を決め、 
プロデューサーカードを渡します。 
 

(4) やおよろズカードを配ります。 
（カードの内訳は下記表） 

 
 

(5) 自分の役割を確認します。 
 
 
 

  

【  でしゃばりの確認  】  
 
一度全員が顔を伏せ、でしゃばりだけが顔を
上げて仲間を確認します。 
 

【  ゲーム進行  】  
 
ゲーム進行は、(1)営業先決定 
(2)メンバー決定(3)信任投票(4)営業 の 
４つのフェイズに分かれています。 
 
(1)営業先決定 
営業先カードの山札の上から、３枚引いて 
並べます。プロデューサーはその中から営業
先を１枚選びます。選ばなかったカードは 
ひとまとめにして捨て札にしておきます。 
 
(2)メンバー決定 
プロデューサーは、やおよろズメンバーから
営業先カードに書いてある人数だけ 
やおよろズを選びます。 
 
(3)信任投票 
プロデューサーを含め全員のメンバーで、 
営業先とメンバーの信任投票を行います。 
全員でハンドサインを出し、過半数が信任 
だった場合、営業に移ります。 
 
★	 信任投票が失敗すると、右隣の人が 

営業先を選ぶところから始めます。 
先に選ばれていた営業先は捨て札にし
ます。 
 

★	 信任投票が３回失敗すると、その時点で
でしゃばりが勝利します。 
 

★	 営業先カードがなくなった場合、捨て札
をシャッフルしもう一度山札にします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)営業 
信任されたメンバーは、【まじめ・夜遊び 
アイドルカード】を受取り、営業をします。 
営業をみんなで成功させるなら「まじめ」 
でしゃばって失敗させるなら「夜遊び」 
を裏向けで営業先カードの隣に出します。 
使わなかったカードは、裏向けにしてまとめ
ます。 
 
全員が出し終わったら、プロデューサーが営
業メンバーが出した【まじめ・夜遊び】カー
ドをまとめてシャッフルし、１枚ずつ表にし
ていきます。 
 
★	 選んだ地方【○でしゃばり】の場合 

夜遊びカードが書かれた枚数分なけ
れば失敗になりません。 

 
★	 選んだ地方【○＋でしゃばり】の場合 

夜遊びカードが○枚以上あれば、失敗
になります。 

 
成功の場合五円玉をカードの上に置きます。 

 
【  ゲームの終了  】  

 
まじめか３回地方営業を成功させる 
 →まじめの勝利 
 
でしゃばりが３回地方営業を失敗させる 
 →でしゃばりの勝利 
 
 
 
【Tips】 
★	 基本的にやおよろズカードは指定し

ませんが、５人の場合、でしゃばりを
「まりえ先生・ねいじまとーこ」、 
まじめ「たまくみ・えみちゃん・キタ
コ」にするとよりリアリティが出ます。 

 
★	 ６人の場合、でしゃばりを「まりえ先

生・ねいじまとーこ・ましろん」にす
るとよりリアリティが出ます。 
 

★	 結局のところ、みんなでしゃばりなの
で、おもしろいイベントや企画に、 
お誘いいただけると、やおよろズ一同
喜びます。よろしくお願いいたします。 

 
 
 
 

プレイ人数 まじめ でしゃばり 
5 3 2 
6 3 3 
7 4 3 
8 5 3 
9 6 3 
10 6 4 

闇おちアイドル 
──アイドルが合コンいっちゃってフライデーされちゃう人狼 
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