世

紀の変わり目のドイツにて…… 秋雨が降る中、
ミュンヘン中央駅に
ニュルンベルク発4:15着の列車の到着を、
立ち上る煙が告げた。
力強い蒸気機関の響きは徐々に大きくなり、
プラットフォームへ到着し、
停
車した蒸気機関車が立てる間延びした蒸気音が最後には響き渡り、
周囲
に勢いよく噴き出されていた。
すでに制服のポーターたちが、
乗客たちの
荷物を運ぶために乗車口に集まっている。
反対側のプラットフォームでは、
運転手が操作索を引いて3度警笛を鳴らし、
別の列車は軽快な蒸気音をた
てながら次の目的地であるドイツ帝国首都、
ベルリンへ向け動き始めた。

2-5

8+

30-60’

内容物

♦ ゲームボード
（19世紀末〜20世紀初頭のドイツ

帝国のマップ） 1枚

♦ 列車コマ 各色
（白、赤、紫、黄、黒）45個＋予備
♦ カード200枚

テーブル中央へゲームボードを広げます。
60
個の乗客コマをよく混ぜて布袋に入れ、
その
後、
ランダムに乗客コマを袋から引き、
ゲームボ
ード上の各都市に下図の個数を配置します。
各プレイヤーは自分の色1色を選び、
その色
の列車コマ45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スコアマーカ
ーをマップ周囲の得点トラックのスタート位
置 に配置します。
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 110枚：
各色12枚＋SLカード14枚

➊

列車カードを裏向きのままシャッフルし、
各
プレイヤーへゲーム開始時に手札として4枚

短距離ルートの
行き先チケット 55枚
（3点〜11点）

長距離ルートの
行き先チケット 34枚
（12点〜22点）

グローブ・トロ
ッターのボー
ナスカード 1枚
（15点）

♦ スコアマーカー 5個
（5色各1個）

♦ 乗客コマ 60個
（青、
赤、
緑、
黄、
黒、
白

各10個）

♦ 布袋 1枚

♦ ルールシート 1部

♦ Days of Wonder Onlineのアクセス番号
（ル

ールの裏面に記載）

ゲームの準備
ずつ配ります 。
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、
上
から5枚のカードを表向きに山札の横に並
べます 。

➋

➌

グローブ・トロッターのボーナスカードを表向
きにゲームボードに横に置きます 。

➍

行き先チケットカードは、
短距離ルート
（裏面
が青）
と長距離ルート
（裏面が茶）
に分け、
別々
の山札を作ります。
それぞれを裏向きにしてシ
ャッフルします。
ゲーム開始時に各プレイヤー
は行き先チケットカードを4枚ずつ引きます。
この4枚は、
短距離・長距離を合計4枚になる
よう好きなように組み合わせて引くことができ

ますが、
どちらから何枚引くかを先に宣言して
から引かなければなりません。
各プレイヤーは引いた行き先チケットの表面
を確認し、
手札に保持するチケットを決定しま
す。
このとき、
どのプレイヤーも2枚以上は手札
に保持しなければなりません 。

➎

手札に残さないチケットは、
距離別のチケッ
トの山札に戻します。
その後、
行き先チケット
カードの山札はそれぞれ再度シャッフルし、
ゲ
ームボードの脇に別々に配置します 。
保持
した行き先チケットは、
ゲーム終了時まで他の
プレイヤーに見られないようにしてください。

➏

これでゲームの準備は完了です。

ゲームの目的

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。
♦ 自分の保持する行き先チケットに記載されている2
つの都市
（または都市とドイツの隣国）
を、
自分の列
車コマで一続きにつなぐ。
♦ 最も多くの行き先チケットを完成させる。
♦ 色ごとに最も多くの乗客を集める。
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：

ゲームの進行

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
列車カードを引く− プレイヤーは列車カード2枚を引く
ことができます。
山札の横に表向きに並べてあるカード
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）
に引くこともできます。表向きの
カードから引いた場合、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。
1枚目に表向きのカードを引いた場合は、
（表向きの
カードを引く場合も、
山札から引く場合も）
補充後に2枚
目を引きます。
（SLカードの特別ルールも参照）
都市間のルートをつなぎ、乗客コマを集める− プレイ
ヤーは、
ゲームボード上で隣接する2都市間のルートを、
そのルート上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と同じ枚数使い、
その線路マス上に
自分の色の列車コマを置くことでつなぐことができます。
列車コマを配置したら、
即座に線路マス数に対応した得
点（線路マス別得点表を参照）
を獲得し、
ゲームボード
の得点トラック上の自分のスコアマーカーを獲得した
点数分進めます。
その時に、今つないだルートの両方の
都市にある乗客コマを１個ずつ獲得します。
行き先チケットカードを引く−プレイヤーは、
山
札の上から4枚の行き先チケットカードを引くこ
とができます。
引いた4枚のうち、
少なくとも1枚
以上は保持しなければなりません。
保持しない
行き先チケットカードは、
距離別に山札の一番
下に戻します。

列車カードを引く

プレイヤーが手札として持てる列車カードの枚数に上
限はありません。
列車カードの山札のカードがなくなった場合、
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
よくシャッフルしてください。
非常に稀なケースですが、
プレイヤーが手札にたくさん
のカードを持ってしまい、
山札も捨て札もカードがなく
なってしまった場合、
その手番は列車カードを引くこと
はできません。
その場合、都市間をつなぐか、行き先チ
ケットカードを引くかをしなければなりません。

例1

/

例2

/

/
/

/

SLカード
SLカードはすべての色の列車カードとみなし、
都市間を
つなぐ際にあらゆる標準列車カードの代わりに使用でき
ます。
列車カードを引く際に、
表向きのカードの中からSL
カードを引く場合、
この手番はその1枚しか引くことがで
きません。表向きのカードから標準列車カード1枚を引
いた後に補充した、
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SLカードを引くことはで
きません。5枚の表向きのカードのうち3枚以上がSLカ
ードになった場合は、
その時点で表向きの5枚すべてを
捨て札にして、
山札から新たに5枚を表向きに並べます。

注意：列車カードの山札の上からカードを引き、
引いた
カードが幸運にもSLカードの場合、
この手番に引いた
カードが2枚になるように列車カードを引くことができ
ます。

都市間ルートをつなぎ、乗客コ
マを集める
都市間のルートをつなぐ

ゲームボード上の隣接する都市
（または都市とドイツの
隣国）
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。

複線ルート

これらのルートを列車コマでつなぐためには、
手札からそのルートの線路マスと同じ色の列
車カード
（SLカードを含めても可）
を、
その線路
マスの数と同じ枚数だけ出さなければなりませ
ん。
例えば、
青い線路マスのルートは、
青の列車
カードを出す必要があります。灰色の線路マス
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。

ルートを列車コマでつないだときは、
そのルー
列車カードには、
8種類の標準列車カードとSL
トの線路マスの上に自分の列車コマを1個ずつ
カードがあります。標準列車カードの各色は、
配置し、
つなぐために使用した列車カードはす
3重線ルート
ゲームボード上の2都市間をつなぐルートの色
べて列車カードの捨て札に置きます。
プレイヤ
（紫、青、
オレンジ、
白、緑、黄、黒、赤）
に対応しています。 ーは、
まだ列車コマが配置されていないルートであれば、

長さ3マスの青のルートを
列車コマでつなぐために
は、
手札から以下の組合せ
の列車カードを出すことが
できる：青3枚、
または青2
枚とSL1枚、
または青1枚
とSL2枚、
またはSL3枚。

長さ2マスの灰色のルー
トは、
同じ色の標準列車カ
ード2枚でも、
いずれかの
色の標準列車カード1枚と
SLカード1枚でも、
SLカ
ード2枚でもつなぐことが
できる。

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人の
プレイヤーが1回の手番中につなぐことができるルート
は1つだけです。
いくつかの都市間は、複線ルートや3重線ルートになっ
ています。
これらのルートは、
同一のプレイヤーが複数
のルートをつなぐことはできません。

重要事項：2人または3人でプレする場合、
2都市間をつ
なぐ複線、3重線ルートは、
その中の1つしか使用できま
せん。
いずれかのプレイヤーが、
これらのルートのうち1
つを列車コマでつないだら、残りのルートに他のプレイ
ヤーが列車コマを置くことはできません。

乗客コマを集める
プレイヤーがルート1つを自分の列車コマでつないだら、
今つないだ2都市（または隣接国）
にある乗客コマを各
都市から1個ずつ入手できます。1つの都市に複数の乗
客コマがある場合、
その中から1個を選んで入手します。
乗客コマが置いていない都市からは、乗客コマを入手
することはできません。入手した乗客コマは、全員が確
認できるようにテーブル上の自分の手前に集めて置い
てください。

得点計算

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、間違いがないかを
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、各プレイヤーは保持していた行き先チケットカー
ドをすべて公開し、記載されているルートが完成してい
るかどうかを確認し、
完成しているチケットは記載されて
いる得点を加え、
完成できなかったチケットは記載され
ている得点を自分の総得点から差し引きます。

紫のプレイヤーはベルリン/Berlin -マ
クデブルク/Magdeburg間のルートを
つないだ。
彼はマクデブルクから緑の乗
客コマと、
ベルリンから赤の乗客コマ1
個を入手した。

フライブルク/ Freiburgとザールブリュッケン/
Saarbrückenは両方ともフランス/Frankreich
につながっているが、
この2都市はフランス経由ではつながっ
ているとはみなさない。

線路マス別得点表

プレイヤーがルート1つを自分の列車コマでつないだら、
線路マス別得点表にしたがい、
今つないだルートの長さ
に応じた得点を即座に獲得します。

ルートの長さ

得点

にそのカードに記載されている得点を獲得します。
その
都市間のルートを自分の列車コマでつなぐことができ
なかった場合、
自分の総得点からそのカードに記載され
ている得点が差し引かれます。
いくつかの行き先チケット
には、
都市名の代わりにドイツの隣国の名前が記載され
ています。
ドイツの隣国は終着駅とみなし、
都市とは異な
り、
その国から複数のルートがつながっていても、
行き先
チケットの経由地にすることができません。
ゲーム終了時の得点計算まで、
自分が保持している行き
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人のプレイヤーが保持できる行き先チケット
カードの枚数に上限はありません。

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カードを引くことに
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
4枚のカードを引きます。
どちらの山札からでも、
どのよ
うな組み合わせでも合計4枚になるように引いてくださ
い。
ただし、
引く前にどちらの山札から何枚引くかを宣言
しなければなりません。
山札の残り枚数が4枚未満の場
合、
あるだけのカードしか引くことができません。
チケッ
トカード引いたプレイヤーは、表面を確認した後、
引い
た4枚のうち少なくとも1枚は選んで自分の手札に保持
しなければなりませんが、
2枚保持することも3枚保持す
ることもすべて保持することも可能です。
保持しないカー
ドはそれぞれの山札の下に戻します。
行き先チケットカードには、
ゲームボード上の2つの都
市名と得点が記載されています。
1枚のカードに記載さ
れている2都市間を自分の列車コマで一続きにつない
でいれば、
その行き先チケットは完成し、
ゲーム終了時

ゲームの終了

手番を終えたプレイヤーの手元の列車コマの残りが2個
以下になったら、
そのプレイヤーを含めた全員がもう1回
ずつ手番
（最後の手番）
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。

完成させた行き先チケットが最も多いプレイヤーは、
グ
ローブ・トロッターのボーナスカードを受け取り、
ボーナ
スの15点を獲得します。最も多いプレイヤーが同じ枚
数で複数いる場合、該当する全員が15点のボーナスを
獲得します。
このボーナスポイントを計算する際は、完
成できなかった行き先チケットの枚数は考慮しません。
最後に、各プレイヤーはゲーム中に入手した乗客コマ
による得点を得ます。乗客コマの色ごとに、一番多く入
手したプレイヤーは20点、2番目に多く入手したプレイ
ヤーは10点を獲得します。
ある色の乗客コマを1番多
く入手したプレイヤーが同数で複数いる場合、該当す
る全員が20点を獲得し、2番目の10点は誰も得られま
せん。1番多いプレイヤーが1人だけで、2番目に多いプ
レイヤーが同数で複数いる場合は、該当する全員が10
点ずつ獲得します。
最終的に総得点が最も多いプレイヤーがゲームの勝者
となります。
同点の場合は、
完成させた行き先チケットの
枚数が多い方を上位とします。
それも同じ枚数の場合、入手した乗客コマが多い方を
上位とします。
これも同数の場合、該当者同士で勝利を
分かち合ってください。
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君のゲームを登録しよう

これは、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.daysofwonder.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
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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