•プレイヤー人数：2〜5人用
•対象年齢：13歳以上
•プレイ時間：30〜60分

エジンバラの岩山からコンスタンチノープルの日の
あたる港まで、パンプローナの埃だらけの露地から
ベルリンの吹きさらしの駅まで、チケット・トゥ・
ライド・ヨーロッパは、あなたを20世紀初頭のヨ
ーロッパの大都市を横断する鉄道アドベンチャーへ
お連れします。
危険を冒してスイスの暗いトンネルを抜ける？
思い切って黒海でフェリーに乗る？
それとも、旧帝国の首都に豪華な駅舎を建てる？
次の移動は、あなたをヨーロッパで最も偉大な鉄道
王にする可能性を秘めています。
荷造りをしてポーターを呼び、列車に乗り込もう！
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◆ゲームボード（ヨーロッパ地図）
◆列車コマ 240個

1枚

（青、赤、緑、黄、黒各45個＋予備の列車コマ）
◆駅コマ 15個（青、赤、緑、黄、黒各3個）
◆カード 158枚

ゲーム開始にあたって

ゲームを開始する前に、プレイヤーは最初に配られた行き先チケ
ットを確認して、どのチケットを手札に残すかを決めなければなり
ません。自分が捨て札にしたいチケットを、他のプレイヤーに見ら
れないように、箱に戻すことができます。標準ルートと長距離ルー
トのどちらのチケットでも箱に戻すことができます。どのプレイヤ
ーも、最低でも2枚以上のチケットを手札に残さなければなりませ
ん。この時に手札に残したチケットは、ゲーム終了時まで手札に所
持し続けます。

このゲームは、獲得した得点が最も多いプレイヤーが勝利します。
得点は以下の方法で獲得できます：
◆地図上で隣り合っている2つの都市を列車コマでつなぐ。
列車カード 110枚
（標準列車カード8種類×12枚＋SLカード×14
枚）

◆自分の手札のチケットに記載されている2つの都市を、自分の列

車コマで一続きにつなぐ。

◆ 自分の列車コマをもっとも長く一続きにつないだ「最長ルー

ト」を完成させ、ヨーロッパ特急のボーナスカードを獲得す
る。

◆ゲーム終了時に手元に残っている駅。

ゲーム終了時までに完成できなかった手持ちの行き先チケットは、
それぞれ総得点からマイナスされます。
行き先チケットカード
長距離ルート（背景が青） 6枚

行き先チケットカード
標準ルート 40枚

サマリーカード
1枚
ヨーロッパ特急/EUROPEAN EXPRESS
最長ルート・ボーナスカード 1枚
◆木製のスコアマーカー

5個
（青、赤、緑、黄、黒各1個）
◆ルールブック 1冊
◆デイズ・オブ・ワンダー・オンラインのアクセ
ス番号（ルールブック最後のページに記載）

ゲームの進め方

最も直近にヨーロッパの国々を訪問したプレイヤーが先手プレイ
ヤーとなってゲームを開始します。その後の手番は、テーブル着席の
時計回りの方向へ移行します。プレイヤーは自分の手番に、以下の4
つのアクションのうち1つだけを選んで実行しなければなりません。

列車カードを引く — プレイヤーは、列車カード2枚（SLカード
を引く場合は1枚だけ。SLカードの項を参照）を引くことがで
きます。
都市と都市を列車コマでつなぐ — プレイヤーは、地図上の都市
と都市の区間のマスと同じ色の列車カードを、マスの数と同じ
枚数分自分の手札から出すことで、その都市間を自分の列車コ
マでつなぐことができます。つないだプレイヤーは、そのルー
トの長さに応じた得点を獲得します。
行き先チケットカードを引く — プレイヤーは、行き先チケット
の山札からカード3枚を引きます。引いたカードのうち必ず1枚
は手札に残さなければなりません。
駅を建てる — プレイヤーはまだ駅が建っていない都市に、駅1
つを建てることができます。プレイヤーが1つ目の駅を建てるた
めには、いずれかの色の列車カード1枚を出して、自分の駅コマ
をその都市へ配置します。2つ目の駅を建てるためには同じ色の
列車カード2枚を出し、3つ目の駅を建てるためには同じ色の列
車カード3枚を出さなければなりません。

列車カードを引く

列車カードには、8種類各12枚の標準列
車カードと14枚のSLカードがあります。標
準列車カードの各色は、ゲームボード上の
都市を結ぶ線路のマスの色（紫、青、オレンジ、白、緑、黄、黒、
赤）に対応しています。
プレイヤーが列車カードを引く場合は、各手番に2枚ずつ引くこ
とができます。ボードの横に表向きに並べてある5枚のカードから選
んで引くことも、列車カードの山札の一番上のカードを（表面を見
ずに）引くこともできます。表向きのカードの中から引いた場合、
即座に列車カードの山札の一番上のカードを表向きにして補充しな
ければなりません。表向きのカードの中からSLカードを引く場合、
その手番はその1枚だけしか引くことができません（SLカードの項
を参照）。

表向きの5枚のカードのうち3枚がSLカードになった場合は、即
座にその5枚は捨て札にして、山札から新たに列車カード5枚を表向
きにして補充します。
プレイヤーの手札枚数は制限がありません。山札のカードがなく
なった場合は、捨て札をシャッフルして新たな山札を作ります。同
じ種類のカードをまとめて捨て札にすることが多いため、偏らない
ように良くシャッフルして下さい。
それぞれのプレイヤーが手札をたくさん持ってしまい、山札と捨
て札の両方のカードがなくなってしまった場合、プレイヤーは列車
カードを引くことができません。この場合は、都市と都市を列車コ
マでつなぐか、行き先チケットを引くか、駅を建てるかをしなけれ
ばなりません。

SLカード

SLカードはすべての色に対応し、列車
コマを置くときにあらゆる標準列車カード
の代わりに使用できるオールマイティカー
ドです。フェリーのルートにも使用できます。
カードを引く際に、表向きの5枚の中からSLカードを引く場合、
この手番はその1枚だけしか引くことができません。表向きのカー
ドから標準列車カードを1枚引いて補充して表向きにしたカードが
SLカードだった場合や、SLカードも表向きのときに1枚目に標準列
車カードを引いた場合は、2枚目に表向きのSLカードを引くことは
できません。
しかし、山札から直接カードを引き、そのカードが幸運にもSLカ
ードだった場合、この手番に引いたカードが合計2枚になるように列
車カードを引くことができます。

都市と都市を
列車コマでつなぐ

ゲームボード上の隣接する都市間のルートは、色のついた線路マ
ス（灰色の線路マスもあります）でつながっています。都市と都市
を列車コマでつなぐためには、そのルートの線路マスと同じ色の列
車カードを、そのルートの線路マスの数だけ出す必要があります。
たいていのルートは、特定の色の列車カードが複数枚必要で
す。SLカードはどの色の標準列車カードとしても使用できます（例
1を参照）。
灰色で表示されている線路マスは、すべて同じ色であればどの
色の列車カードでも使用できます（例2を参照）。

重要事項：他のチケット・トゥ・ライドシリーズの
ゲーム経験者の方は、このゲームで新たに加わった
「フェリー」、「トンネル」、「駅」の新ルールに注意し
て下さい。

都市間を列車コマでつなぐとき、そのルートの線路マスの上に自
分の列車コマを1個ずつ配置し、つなぐために使用した列車カード
をすべて捨て札にします。列車コマを配置したプレイヤーは、その
ルートの線路マスの数によって、4ページの線路マス別得点表にあ
る得点を即座に獲得し、ゲームボード周囲の得点トラックにある自
分のスコアマーカーを獲得した得点分進めます。
プレイヤーは、まだ列車コマが配置されていないルートであれ
ば、どのルートでもつなぐことができます。自分がすでにつないで
いるルートに隣接させる必要はありません。
1つのルートは、1回の手番中にそのルートのすべての列車コマを
配置しなければなりません。例えば、線路マスが3つのルートに列
車コマを2つだけ配置し、次の手番に残り1個の列車コマを配置する
ことはできません。
1回の手番には、1つのルートしかつなぐことはできません。

・複線ルート

2列の線路マスが通っている複線ルート
があります。この複線ルートは、都市間の
線路マスが並行していて、マスの数も同じ
です。ゲーム全体を通して、同じ都市間の
2列のルート両方を、同一のプレイヤーが
列車コマでつなぐことはできません。
行き先が異なり、一部分だけが並行して
いるルートがあります。このようなルート
は複線ルートとは見なしません。
重要事項：2人または3人でゲームをする
場合、複線ルートのうち片方のルートしか
使用できません。いずれかのプレイヤーが
2つのルートのうち片方に列車コマを置い
たら、そのゲーム中は残りのルートに他の
プレイヤーが列車コマを置くことができま
せん。

複線ルート

赤のカード1枚が必要となる。

並行ルート

・フェリー

フェリーのルートは、水域を挟んで隣接す
る2つの都市をつなぐ、特別な灰色のルートで
す。このルートにはSLのアイコンが表示され
たマスが1つ以上含まれているため、他の灰色
のルートとは見分けやすくなっています。
フェリーのルートを列車コマでつなぐためには、そのルートにあ
るSLのアイコンがあるマスの数分のSLカードと、残りのマスの数分
の同じ色の列車カードを使う必要があります。

または
または
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または

または

SMYRNA（スミルナ）からPALERMO（パレルモ）までのフェリーのルートを
つなぐためには、同じ色の列車カード4枚とSLカード2枚が必要となる。

・トンネル

例1
線路マス3つの長さの青の
ルートをつなぐためには、
以下の組み合わせのカードを
出すことができる：
青のカード3枚、青2枚とSL1
枚、青1枚とSL2枚、SLカー
ド3枚

例2
線路マス2つの長さの
灰色のルートは、
赤のカード2枚でも、
黄色1枚とSL1枚でも、
SL2枚でもつなぐことができる。

トンネルは特別なルートで、特殊な外枠で
囲まれたトンネルのマークがある線路マスで他
のルートと見分けます。
トンネルは、プレイヤーが列車コマを置い
てつなぐまで、長さが特定できない特別なルー
トです。
トンネルのルートをつなぐためには、プレイヤーは最初にそのル
ートの線路マス数に応じた列車カードを出します。次に列車カードの
山札の上から3枚のカードを表向きにします。3枚の中の、トンネル
をつなぐ際に出したカードと同じ色のカード1枚につき、同じ色の列
車カード（またはSLカード）1枚を追加で手札から出さなければなり
ません。これが可能なプレイヤーのみが、トンネルのルートを列車コ
マでつなぐことが可能です。
色が同じ列車カードを手札から追加で出すことができない
（または出したくない）場合、そのプレイヤーは最初に出した列車カ
ードすべてを手札に戻して、自分の手番を終了します。

表向きにした
カード

表向きにした
カード

例2
緑のカード2枚を出し、表向きにした
カードにSLカードが1枚あったため、
追加で緑のカード1枚が必要となる。

または

テーブル中央へ、ゲームボードを広げます。各プレイヤーは青、
赤、緑、黄、黒の中から自分の色1色を選び、その色の列車コマ45個
と駅コマ3個とスコアマーカー1個を受け取ります。各プレイヤーは
自分の色のスコアマーカーを、ゲームボード左下のスタート位置❶へ
配置します。ゲーム全体を通して、各プレイヤーは得点するたびに、
スコアマーカーを移動します。
列車カードを裏向きのままシャッフルして、各プレイヤーへ4枚
ずつ配ります。これがゲーム開始時の手札になります❷。残りの列
車カードは裏向きの山札にしてゲームボードの脇に置き❻、上から5
枚のカードを表向きにして山札の横に並べて配置しますl
❸。
ヨーロッパ特急のボーナスカードとサマリーカードは、表向きにし
てゲームボードの横に配置します❹。
行き先チケットカードは、長距離ルートと標準ルートを分けてく
ださい。6枚の長距離ルートの行き先チケット（背景が青）を裏向き
にしてシャッフルし、各プレイヤーへ1枚ずつ裏向きのまま配ります
❺。残りの長距離ルートの行き先チケットは、表面を見ずに箱にしま
ってください。
標準ルートの行き先チケットカードは、裏向きにしてシャッフル
し、各プレイヤーへ3枚ずつ裏向きのまま配ります❺。残りの標準ル
ートの行き先チケットは、裏向きの山札にしてゲームボードの脇へ配
置します❻。
これでゲームの準備は完了です。

列車カードの山札から表向きにした
3枚のカードは、その手番終了時に捨
て札にします。
SLカードはどの色としても使える
オールマイティカードです。そのた
め、トンネルのルートをつなぐ際に列
車カードの山札から表向きにした3枚
にSLカードがあった場合、SLカード
は最初にプレイヤーが出した色と一致
したとみなされ、プレイヤーはその枚
2本の並行ルートのトンネル
数分の追加のカードを手札から出さな
（黒と白1本ずつ）は、MADRID
ければなりません。
（マドリード）とPAMPLONA
（パンプローナ）をつないでいる。
プレイヤーが最初にSLカードだけ
の組み合わせを出した場合、山札から
表向きにした3枚の中にSLカー
ドがあるときだけ手札から追加
のカードを出します。その際は、
その枚数分のSLカードを手札から
出さなければなりません。
表向きにした
稀なケースではありますが、ト
カード
ンネルをつなぐ際に列車カード
の山札と捨て札の両方の枚数が
十分でない場合（合わせても3枚
未満の場合）、可能な枚数だけ
を表向きにします。列車カードの
山札と捨て札の両方が1枚もな
い場合は、山札のカードは表向
きにせず、プレイヤーは追加カ
例1
ードを出すリスクなしでトンネ
赤のカード2枚を出し、表向きにした
ルのルートを列車コマでつなぐ
カードに赤が1枚あったため、追加で
ことができます。

例3
SLカード2枚を出し、表向きにした
カードにSLカードが1枚あったため、
追加でSLカード1枚が必要となる。

行き先
チケットカード
を引く

プレイヤーは、追加の行き先チケットを引くことに自分の手番を
費やすことができます。これを実行するときは、行き先チケットの
山札の上から3枚のカードを新たに引きます。山札の残り枚数が3枚
未満の場合、あるだけのチケットしか引くことができません。
チケットカードを引いたプレイヤーは、引いた3枚のうち少なく
とも1枚は自分の手札に保持しなければなりませんが、2枚保持する
ことも3枚すべてを保持することも可能です。保持しないカードは、
行き先チケットの山札の一番下に戻します。引いて手札に保持した
行き先チケットは、ゲーム終了時まで手札に保持しなければなりま
せん。一度手札に残したチケットは、後のチケットを引く際に戻す
ことはできません。
行き先チケットに記載されている都市は、プレイヤーの旅の終着
点を表し、最終的にボーナス得点やペナルティになります。ゲーム
終了時に、自分が所持している行き先チケットで指示されているゲ
ームボード上の都市間を自分の色の列車コマで一続きにつないでい
れば、そのチケットに記載されている数値分の得点を追加で獲得し
ます。その都市間のルートを自分の列車コマでつなげることが出来
なかった場合、そのチケットに記載されている数値分の得点を自分
の総得点から差し引かれてしまいます。
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ゲーム終了時の得点計算まで、自分が所持している行き先チケッ
トは他のプレイヤーに明かさないでください。ゲーム中に1人のプ
レイヤーが所持できる行き先チケットの枚数に上限はありません。

駅を建てる

駅の所有者は、その駅が建っている都市につながって
いる他のプレイヤーの列車コマが置いてあるルート1つを
借りて、自分の行き先チケットのルートを完成できます。
駅は、まだ駅が建っていない都市であればどこにでも（その都市に
列車コマがつながっていなくても）建てることができます。1つの都
市には、1人のプレイヤーしか駅を建てることができません。
各プレイヤーは、1回の手番で最大1つしか駅を建てられません。
ゲーム全体を通して、1人のプレイヤーは最大3つまで駅を建てるこ
とができます。
自分の1つ目の駅を建てるときは、自分の手札から列車カード1枚
を捨て札にして、自分の色の駅コマ1個を選んだ都市の上に配置しま
す。自分の2つ目の駅を建てるときは、自分の手札から同じ色の列車
カード2枚を捨て札にし、自分の3つ目の駅を建てるときは、自分の
手札から同じ色の列車カード3枚を捨て札にして、自分の色の駅コ
マ1個を選んだ都市の上に配置します。このとき、SLカードを代用
して使用することができます。
1人のプレイヤーが複数の異なるチケットのルートを完成させる際
に、同じ駅につながっている他のプレイヤーのルートを使う場合は、
すべてのチケットにおいて同一のルートを使わなければなりません。
駅の所有者は、ゲームが終了するまで、どのルート使用するかを決め
る必要はありません（ゲーム終了時の得点計算時に決めます）。
駅を建てることは強制ではありません。プレイヤーは、ゲーム終
了時に自分の手元に残っている駅コマ1個につき4点の得点を獲得で
きます。

駅を建てる

コスト

線路マス別得点表
手番を終えたプレイヤーの手元の列車コマ
が2個以下になったら、そのプレイヤーも含
めた全員がもう1回ずつ手番を実行し、ゲー
ムは終了となります。続いて、各自の総得
点を計算します。

得点計算

ルートの長さ
1人のプレイヤーの
手元にある列車コマが
2個以下になると、
ゲームの最後の手番の
合図です。

各ルートをつないだ際に獲得した得点についてはゲーム進行中
にすでに計算済みですが、間違いがないか確認するために、各プレ
イヤーのルートを再計算するのもよいでしょう。
次に、各プレイヤーは自分の手持ちの行き先チケットをすべて
公開します。表示されているルートを完成させた行き先チケット
は、そのチケットに表示されている点数を自分の得点に加えます。
表示されているルートを完成させられなかった行き先チケットにつ
いては、そのチケットに表示されている点数を自分の総得点から差
し引きます。
行き先チケットのルートの完成を確認する際は、自分の所有する
駅１つにつき、それが配置されている都市につながっている他のプ
レイヤーのルート1つを借りることができます。1人のプレイヤーが
複数の異なるチケットのルートを完成させる際に、同じ駅につなが
っている他のプレイヤーのルートを使う場合は、すべてのチケット
において同一のルートを使わなければなりません。
各プレイヤーは、自分の手元に残っている駅コマ1個につき4点を
自分の総得点に加えます。
最後に、自分の列車コマをもっとも長く一続きにつないだ「最長
ルート」を完成させたプレイヤーは、ヨーロッパ特急カードを受け
取り、ボーナスの10点を獲得します。ルートの長さは、ルート上に
続いて配置されている同じ色の列車コマの数で判定します。環状に
なっているルートや、同じ都市を複数回通るルートも続いていると

現在の得点

得点

行き先チケットの
得点/ペナルティ

都市間に列車コマを置いてつないだときに、
その線路マスの数に応じて、
上の線路マス別得点表の得点を即座に獲得します。
みなしますが、1つのルートで同じ列車コマを複数回数えることは
できません。最長ルートを計算する際は、駅の所有による他のプレ
イヤーのルートは数えません。最長ルートのプレイヤーが同じ長さ
で複数いる場合、その全員がヨーロッパ特急による10点のボーナス
を獲得します。
最終的に総得点の最も多いプレイヤーが勝利します。同点の場
合、その中で行き先チケットのルートを完成させた数が多いプレイ
ヤーを上位とします。それも同数の場合、駅を建てた数が多い方を
上位とします。それも同数の場合、ヨーロッパ特急カードの所持者
を上位とします。

残った駅1個につき
＋4点

ヨーロッパ特急の
ボーナス

1個につき
＋4点

最終得点

最終得点の計算

Days of Wonder Online
アクセス番号

左の番号が、世界中のプレイヤーとのオンラインプレイが
楽しめるオンラインのボードゲームコミュニティ
「Days of Wonder Online」のあなたの乗車券です。

www.ticket2ridegame.com

のサイトにアクセスして、ゲームのバリアントや
追加のマップを発見してください。
ホームページ上の New Player Signup の
ボタンをクリックし、その後はページの指示に
従ってあなたの Days of Wonder Online の
アクセス番号を入力してください。
（訳注：Days of Wonder Online の Web ページは英語、
フランス語、ドイツ語のみのサポートになります。）
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