・廃棄物カード 70 枚

・勝利点カード 3 種類 各 10 枚（合計 30 枚）
ビル、高層ビル、超高層ビル
●ボード
・東京 / 大阪（両面）ボード １枚
●コマ
・路線コマ 80 個（赤、黄、灰、紫が各 20 個）
・勝利点コマ 4 個（赤、黄、灰、紫が各 1 個）
・駅コマ 30 個（８角柱の白いコマ）

トレインズ

プレイ可能人数：２～４人
プレイ時間：45 分

推奨年齢：12 歳以上

【コンポーネント解説】

ゲーム背景

・ボード

産業革命が起きた後の 19 世紀、世界中で鉄道路線が拡大されてい

きました。西洋の文化を取り入れ列強の仲間入りを果たそうと日

本でも多くの私鉄が設立し、鉄道の隆盛期が訪れました。しかし、
資産家や有力者の手により、多くの私鉄が合併し私鉄として、い
くつかの大きな会社にまとまっていきました。

プレイヤーはそういった資産家となり、私鉄の会社を経営し、他
社より優良な会社を目指します。

舞台は 19 世紀から現在までの時代となります。数々の施設や列車、
人員を駆使し、他のプレイヤーを出しぬき、世紀の鉄道王を目指
してください。

勝利点トラック

マップ

・カード

ゲームを始める前に

資金

【勝利条件】

このカードをプ
レイした時に得
られるお金です。

最も多くの勝利点を獲得したプレイヤーがこのゲームの勝者とな
ります。

Storey building

N

高層ビル

I

コスト
このカードを購
入するときに必
要なお金です。

効果テキスト

勝利点を獲得するには、まず施設や列車、人員などのカードを購

このカードをプ
レイした時に得
られる効果です。
のアイコンが
ある場合、永続
効果として常に
効果があります。

入して自分のデッキ（自分専用のカード）を作ります。作ったデッ
キを使って、東京・大阪を舞台に線路を敷設したり、都市を拡大

したり、ビルを建てていくことで勝利点を得ていきます。上手く
自分のデッキを作ってより多くの勝利点を稼いでください。

【コンポーネント】
●カード
・ランダムカード 30 種類 各 1 枚（合計 30 枚）
案内所、一番列車、埋め立て、駅員、駅長室、快速列車、貨物列車、
観光列車、休日ダイヤ、牽引、高架化、資材置場、車庫、車掌区、
車輌工場、指令所、信号機、信号場、スイッチバック、制御室、
製鉄所、整備工場、相互乗入、退避駅、地下化、鉄橋、トンネル、
郵便列車、遊園地、臨時ダイヤ

属性アイコン
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When you buy this card: Waste 1.



カードを区分す
る属性です。

photo by ひろだ☆つの

勝利点 ゲーム終了時に自分のカード（手
札・山札・捨札）にこのカードが
含まれている場合、数字分の勝利
点を得ます。

※属性アイコンには以下のものがあります。
［廃棄物］
［列車］

・選択カード 30 種類 各 10 枚（合計 300 枚）
案内所、一番列車、埋め立て、駅員、駅長室、快速列車、貨物列車、
観光列車、休日ダイヤ、牽引、高架化、資材置場、車庫、車掌区、
車輌工場、指令所、信号機、信号場、スイッチバック、制御室、
製鉄所、整備工場、相互乗入、退避駅、地下化、鉄橋、トンネル、
郵便列車、遊園地、臨時ダイヤ

［アクション］
［線路敷設］
［駅拡張］
［勝利点］

・必須カード（合計 170 枚）
・普通列車 30 枚
・急行列車 20 枚
・特急列車 10 枚
・線路敷設 20 枚
・駅拡張 20 枚

【セットアップ】

１．ボードを取り出して、東京と大阪のどちらのマップを使用す
るか決定します。決定した面を上にしてテーブル中央に置きま
す。ボードの脇に、駅コマを置いておきます。
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※このゲームに慣れるまでは、5 の手順の代わりに以下の方法で

２．各プレイヤーは、赤、黄、灰、紫の中から１色を選択して、そ

プレイに利用する選択カードを決定することをお勧めします。

の色の「路線コマ」と「勝利点コマ」を全て受けとります。受けとっ

1）ランダムカードの中から『埋め立て』のカードを取り除きます

た勝利点コマをボード上の勝利点トラックの０の場所に置きます。

2）残ったランダムカードをよく混ぜて、そのなかから７枚を引きます。
3）引いた７枚のカードと『埋め立て』の選択カードを種類別に混ぜて

３．各プレイヤーは、初期カードとして『普通列車』７枚、『線路

サプライの山にします。

敷設』２枚、『駅拡張』１枚を受けとります。受けとった初期手
札は、１つの山札にして良く混ぜて置きます。まぜた山札は各

６．残った路線コマと勝利点コマ、『普通列車』カードは使用しま

自の手元の左側に置きます。置いた自分の山札からカードを５

せんので箱にもどします。

枚引いて、各自の初期手札とします。

※自分のカードは他のプレイヤーと混ざらないように注意して

７．一番最近列車に乗ったプレイヤーがスタートプレイヤーになり

ください。各プレイヤーは目の前に、以下のようにセットする

ます。

ことになります。

以上でセットアップ完了です。

※最終的にはこのような配置となります。

手札

獲得カード
置き場

手札
捨て札

山札

場

獲得カード
置き場

捨て札

場

山札

場

山札

捨て札
置き場

獲得カード
置き場
線路敷設

駅拡張

超高層
ビル

廃棄物

ビル

特急列車 高層ビル

急行列車

ボード

手札
選択カード

４．ゲームに使用するサプライを作成します。まず、
『普通列車』カー
ドを除いた必須カードと勝利点カードを取り出します。取り出
したカードを種類別に分けてサプライの山にします（サプライ

獲得カード
置き場

場

捨て札

場

山札

手の届く位置にそれぞれ置きます。

獲得カード
置き場
捨て札

山札

の山が 8 個できます）
。作ったサプライの山を各プレイヤーから

５．ランダムカードを全て取り出します。取り出したランダムカー

ドを良く混ぜて８枚引きます。引いた８枚と同じ種類の選択カー

手札

ドを全て取り出し、これも４の手順と同様に種類別にサプライ

手札

の山にして各プレイヤーから手の届く位置に置きます。ランダ
ムカード全てと残った選択カードは使用しませんので、箱にも

ゲームの進行

どしておきます。

このゲームでは、プレイヤー自身を「自社」、自分以外のプレイヤー

※８枚取り出したランダムカードも使わなかったランダムカー

の事を「他社」と呼びます。

ドも全てこの後では使用しませんので箱にもどします。

サプライの構造

廃棄物

超高層
ビル

駅拡張

線路敷設

ビル

特急列車 高層ビル

急行列車

【プレイ手順】

プレイは２つのステップに分かれます。初期配置ステップとメイ

1. 初期配置ステップ
スタートプレイヤーから時計回り順に路線コマをマップに配置し
ていきます。手番が来たプレイヤーは自分の路線コマ１つをマッ
プ上のマスに配置します。配置するときには、以下の制約に従い
ます。
・１マスにはだれかの路線コマを１つしか配置できません
・海及び遠隔地のマスには路線コマを配置できません。

ンステップです。

勝利点

各プレイヤーが１個ずつ路線コマを配置したら初期配置ステップ

選択カード

は終了です。

2. メインステップ
メインステップでは、スタートプレイヤーから時計回りに手番を
行います。手番が来たプレイヤーは、２つのフェイズをプレイし
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ます２つのフェイズが終了すると隣のプレイヤーの手番となりま

のカードが場に出る限り・・・」の効果を解決して、「線路敷設」

す。これをゲーム終了まで繰り返します。

を行わないといった解決はできません。必ずカードに書かれて
いる全ての効果を解決する必要があります。一部の効果を解決

手番が来たプレイヤーは、以下の順番でフェイズをプレイします。

することが出来ない場合には、そのカードの効果を解決しない

①プレイフェイズ

事を選択しなくてはなりません。

②終了フェイズ

例）埋め立て：手札にある廃棄物を全て除去する

このカードの効果を解決した場合、その時自分の手札にある

①プレイフェイズ
このフェイズでは、以下のアクションを行う事が出来ます。
a）カードプレイ
b）購入

『廃棄物』カード全てをサプライの廃棄物の山に戻します。

１枚のカードはカードを出した時に１度だけ解決することがで
きます。次のカードを場に出したら解決していなかったカード
の効果を後から解決することもできません。カードの資金を解
決し、効果の解決（解決しなくても良い）が完了したらカード

上記２つのアクションを好きな順番で何度でも行う事が出来ます。
ただし、カードプレイの途中に購入を行う事はできませんし、購

プレイアクションは終了です。

ンをそれ以上プレイしないと決定したら、次の終了フェイズに移

b）購入

ションを全く行わない事もできますし（アクションを全く行わな

カードを購入することができます。資金は自分の手番が来た時

ドプレイアクションのみを行う事も出来ます。

ドプレイのアクション等を行う必要があります。

入の途中でカードプレイを行う事もできません。２つのアクショ
ります。２つのアクションを行う事は任意のため、どちらのアク

持っている資金を使って、テーブルに残っているサプライから

い場合は、後述の特別アクションを選択することができます）、カー

には毎回０です。カードを購入するための資金を得るには、カー

a）カードプレイ

カードを購入するには、カードに書かれている「購入金額」分

自分の手札から１枚のカードを自分の手元に表を向けて出しま

を自分の持っている資金から減らします。購入したカードを山

す。手元のカードを置いた場所のことを「場」と呼びます。

札から取り、自分の獲得カード置き場に置きます。

カードを場に出したら次の順番で処理を行います。

カードを１枚購入したら購入アクションは終了です。

•カ ードに資金の数字が書かれている場合、その数字をプレイ

サプライの山が枯渇してしまったカードは購入することができ
ません。『廃棄物』カードは、購入することができません。

フェイズで消費できる資金として追加します（プレイフェイ
ズ開始時点に自分の持っている資金は常に０です）
。

※特別アクション

•カ ードに「アクション」のアイコンが書かれている場合は、
そのカードに書かれている効果を解決することが出来ます。

自分の手番が来た時に、カードプレイと購入のアクションを全

ることももちろんできます）

来ます。

（そのカードに書かれている効果を使用せずに資金だけ追加す

く行わない事を条件に、特別アクションをプレイすることが出

カードの効果を解決するには、カードの中央に書かれている効

特別アクションを選択した場合、手札にある『廃棄物』カード

しない事も出来ます。

る『廃棄物』カードの一部だけを戻す事はできません）。

全てをサプライの『廃棄物』カードの山に戻します（手札にあ

果を「上から順番に」処理していきます。カードの効果を解決
例）観光列車：勝利点１を獲得する

②終了フェイズ
プレイフェイズで残っていた資産が０になります。

こ のカードの効果を解決した場合、勝利点 1 を受けとって、
ボード上の勝利点コマを１つ進めます。

カードの解決を行う場合は、必ず書かれている効果を全て解決

自分の場に並べていたカードおよび獲得カード置き場のカードを

分のみを解決することは出来ない事を表しています。

それも全て自分の捨て札置き場に置きます。

加コスト無し、線路敷設１，廃棄物１

その後、自分の山札から手札を 5 枚補充します。手札を補充する

全て自分の捨て札置き場に置きます。手札が残っている場合は、

する必要があります。これは複数の効果がある場合にその一部
例）トンネル：このカードが場に出る限り線路敷設での山岳追

途中で山札が枯渇した場合は、自分の捨て札置き場に置いている

このカードの効果を解決した場合、最初に「このカードが場

カード全てを混ぜて新しい自分の山札として不足分を引きます。

に出る限り線路敷設での山岳追加コスト無し」の効果を得ま

手札を補充し終えた時に自分の山札が枯渇した時は、新しい自分

す。このカードを出した自分の手番は、この効果を解決した

の山札を作りません。手札を補充し始める時又は手札の補充の途

後に限り山岳に線路敷設する為の費用が０になります。つぎ

中で自分の山札が枯渇した場合に、新しい自分の山札を作ります。

に、線路敷設を１回行います。この線路敷設の時には、すで

この山札の作り方に関するルールは終了フェイズ以外で発生した

に山岳への線路敷設の追加コストが０になっている事に注意

時も同様に処理します。

して線路敷設 を行ってください。最後に廃棄物１ に従って、
※

※

サプライから廃棄物カードを１枚受け取り自分の獲得カード

手札の補充が完了したらゲームが終了するかどうかの確認を行い

置き場に置きます。

ます。ゲーム終了条件に当てはまらない場合は、左隣のプレイヤー

線路敷設、廃棄物の説明は【カード効果】を参照してくだ

※

の手番となります。

さい。

このカードのように、1 枚のカードに複数の効果がある場合、
「こ
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ゲームの終了条件に該当した場合は、ゲーム終了となります。ゲー

した場合は、自分の捨て札におかれているカードをよく混ぜて再

ムの終了条件については【ゲーム終了条件】を参照ください。

び自分の山札にします。その山札から不足分のカードを追加で引
いて手札に入れます。それでも引くカードが足りない場合、可能
な限り自分の山札からカードを引きます。

例）残りの自分の山札と捨て札を合わせて 1 枚しかない場合に、

【カード効果】

ドロー 3 のカードを使用した場合、1 枚だけ自分の山札から

カードに書かれている効果のうち主立った効果を解説します（各

カードを引きます。

カードの詳細な効果については、末尾のカード解説を参照くださ
い）

【ゲーム終了条件】

以下のいずれかの条件が満たされた場合、そのプレイヤーの手番

・線路敷設
マップ上に自社の路線コマを１つ配置します。配置の際は、以
下の条件に従わなくてはなりません。
・路 線コマを配置するマスは、既に自社の路線コマが置かれて
いるマスに隣接している。※
で隔たれている２つのマス

が終了したらただちにゲーム終了となります。

１．セ ットアップで作ったサプライのうちいずれかの４つのサプ
ライの山が枯渇した。ただしこの４つに『廃棄物』の山札は含
めません。

２．いずれかのプレイヤーの路線コマが全て手元から無くなった

は隣接していない扱いとします。

３．ボード脇の駅コマが全て使用され、無くなった

・１つのマスには、自社の路線コマを１つしか配置できません。
・路 線コマを配置するマスの種類や他社の路線コマ、駅コマと

ゲームが終了した時点で、以下の勝利点が各自に与えられます。

の関係により路線コマの配置に資金を支払う必要がある場合が
あります。路線コマを配置するために必要な資金を支払えない
マスには配置することができません。

【敷設ボーナス】

以下の表を確認してください。

名前

自分の路線コマが置いてある都市マスや遠隔地マスごとに下記の
勝利点が与えられます。

マスの色 追加コスト（自社の資金）

平地

０

河川

１

山岳

２

駅コマを０個置いてある都市１つにつき

０勝利点

駅コマを１個置いてある都市１つにつき

２勝利点

駅コマを２個置いてある都市１つにつき

４勝利点

駅コマを３個置いてある都市１つにつき

８勝利点

遠隔地

数字分勝利点

【勝利点カードボーナス】

都市

１＋既に置いてある駅コマ数

遠隔地

数字分

他社の路線コマの
あるマス
海

各プレイヤーは自分のカード（手札、山札、捨て札）の中に入っ

ている勝利点カードの勝利点を合計します。合計した勝利点を得
ます。

得た勝利点分だけボード上の勝利点トラックにある自分の勝利点

既に置いてある他社の路線コマ数＋
『廃棄物』カード１枚を獲得する

コマを前進させます。

線路敷設不可

【勝利判定】

最も勝利点を獲得したプレイヤーの勝利となります。最も勝利点

例 1）河川に路線コマを配置する場合は、資金が１必要です。

を獲得したプレイヤーが複数いる場合は、そのプレイヤーが全て

例 2）駅 コマが 2 つ、他社の路線コマが 1 つ置いてある都市マ

勝者となります。

スに路線コマを配置する場合は、資金が 4 必要となり『廃
棄物』カードを 1 枚獲得します。

プレイサンプル

・駅拡張
ボードの都市マス（ビルが１〜３つ描かれているマス）に駅コ
マ（白いコマ）を１つ置く。都市マスにはそのマスに描かれてい
るビルの数までしか駅コマを置くことができません。
		

紫プレイヤー、黄プレイヤー、灰プレイヤー、赤プレイヤーの 4

人で東京マップでゲームを開始しました。

ランダムカードで選ばれたサプライの選択カードは、

『埋め立て』、
『車掌区』、
『退避駅』、
『休日ダイヤ』、
『鉄橋』、
『遊園地』、

・廃棄物
『廃棄物』カードを受けとり、自分の獲得カード置き場におきま
す。廃棄物は何の効果ももたらさす、プレイする際に邪魔になる
お邪魔カードです。『廃棄物』のサプライの山が枯渇していた場合
は、受けとる必要がありません。また、
『資材置き場』のカードが
自分の場に出ている場合は、
『廃棄物』のカード効果があっても『廃
棄物』を受けとりません。

『整備工場』、『資材置場』の 8 つです。
順番は

紫プレイヤー→黄プレイヤー→灰プレイヤー→赤プレイヤー
となりました。

初期配置ステップ

各プレイヤーは 5 枚の手札を見ながら最初の路線コマの位置を決

・ドロー
ドローの後に書かれている数字に等しい枚数のカードを自分の
山札から引いて手札に加えます。カードを引く途中で山札が枯渇

めます。

紫プレイヤーは、最初の路線コマを品川目黒に置きました。
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黄プレイヤーは、最初の路線コマを池袋上野に置きました。

2 ターン目

灰プレイヤーは、最初の路線コマを立川に置きました。

紫プレイヤーの手番です。
手札は『普通列車』×5 枚でした。

赤プレイヤーは、最初の路線コマを横浜の左上の山岳マスに置き
ました。

『普通列車』を 5 枚プレイして 5 金を獲得し、
『資材置場』を購入し、

いよいよメインステップです。

獲得カード置き場に置きました。

使用するカードがなくなったので、紫プレイヤーの場と獲得カー

1 ターン目

ド置き場にあるカードを捨て札置き場に置いて、山札から手札を 5

紫プレイヤーの手番です。

枚引いて手番終了です。

手札は『線路敷設』×2 枚、
『普通列車』×2 枚、
『駅拡張』でした。
まず『線路敷設』を 1 枚プレイし、品川目黒の左の平地マスにコ
スト無しで路線コマを置き、
『廃棄物』を 1 枚獲得カード置き場に

黄プレイヤーの手番です。

続いて『普通列車』を 1 枚プレイし、1 金を獲得し、もう 1 枚の

まず『線路敷設』を 1 枚プレイし、池袋上野の左の平地マスにコ

置きました。

手札は『普通列車』×3 枚、『線路敷設』×2 枚でした。

『線路敷設』をプレイし、その 1 金で都市追加コストを支払い、新

スト無しで路線コマを置き、『廃棄物』を 1 枚獲得カード置き場に

宿渋谷に路線コマを置き、
『廃棄物』を 1 枚獲得カード置き場に置

置きました。

きました。

次に、
『普通列車』を 1 枚プレイし、1 金を獲得した後、もう 1 枚の『線

最後に、
『駅拡張』をプレイし、新宿渋谷に駅コマを置き、
『廃棄物』

路敷設』カードをプレイし、その 1 金で都市追加コストを支払い、

を 1 枚獲得カード置き場に置きました。

吉祥寺に路線コマを置き、『廃棄物』を 1 枚獲得カード置き場に置

残った『普通列車』は 1 金では何もできないので、使わないこと

きました。

にしました。

最後に『普通列車』を 2 枚プレイして、2 金を獲得し、その 2 金で『車
掌区』カードを購入し、獲得カード置き場に置きました。

紫プレイヤーの場と獲得カード置き場および手札に残ったカード
を捨て札置き場に置いて、
山札から手札を 5 枚引いて手番終了です。

使用するカードがなくなったので、黄プレイヤーの場と獲得カー
ド置き場にあるカードを捨て札置き場に置いて、山札から手札を 5

黄プレイヤーの手番です。

枚引いて手番終了です。

手札は『普通列車』×4 枚、
『駅拡張』でした。

まず『駅拡張』をプレイし、池袋上野に駅コマを置き、
『廃棄物』
を 1 枚獲得カード置き場に置きました。

灰プレイヤーの手番です。

園地』を購入し、獲得カード置き場に置きました。

まず『線路敷設』カードを 1 枚プレイし、立川の右、吉祥寺の左

手札は『普通列車』×3 枚、『線路敷設』×2 枚でした。

その後、
『普通列車』を 4 枚プレイして 4 金を獲得し、
その 4 金で『遊

の平地マスにコスト無しで路線コマを置き、『廃棄物』を 1 枚獲得
カード置き場に置きました。

使用するカードがなくなったので、黄プレイヤーの場と獲得カー

次に『線路敷設』カードを 1 枚プレイし、吉祥寺の左下の平地マ

ド置き場にあるカードを捨て札置き場に置いて、山札から手札を 5

スにコスト無しで路線コマを置き、『廃棄物』を 1 枚獲得カード置

枚引いて手番終了です。

き場に置きました。

最後に『普通列車』を 3 枚プレイして 3 金を獲得し、その 3 金で『急

灰プレイヤーの手番です。

行列車』を購入し、獲得カード置き場に置きました。

手札は『普通列車』×4 枚、
『駅拡張』でした。

まず『駅拡張』をプレイし、立川に駅コマを置き、
『廃棄物』を 1
枚獲得カード置き場に置きました。

使用するカードがなくなったので、灰プレイヤーの場と獲得カー

園地』を購入し、獲得カード置き場に置きました。

枚引いて手番終了です。

ド置き場にあるカードを捨て札置き場に置いて、山札から手札を 5

その後、
『普通列車』を 4 枚プレイして 4 金を獲得し、
その 4 金で『遊

使用するカードがなくなったので、灰プレイヤーの場と獲得カー

赤プレイヤーの手番です。

枚引いて手番終了です。

まず『普通列車』を 1 枚プレイして 1 金を獲得し、『線路敷設』を

手札は『普通列車』×4 枚、『線路敷設』でした。

ド置き場にあるカードを捨て札置き場に置いて、山札から手札を 5

プレイし、その 1 金で河川追加コストを支払い、溝の口の左側の
河川マスに路線コマを置きました。

赤プレイヤーの手番です。

その後、『普通列車』を 3 枚プレイし 3 金を獲得し、『急行列車』

手札は『普通列車』×3 枚、
『線路敷設』
、
『駅拡張』でした。

を購入し、獲得カード置き場に置きました。

まず『普通列車』を 1 枚プレイして 1 金を獲得し、
『線路敷設』を
プレイして、その 1 金で都市追加コストを支払い。横浜に路線コ
マを置き、『廃棄物』を 1 枚獲得カード置き場に置きました。

使用するカードがなくなったので、赤プレイヤーの場と獲得カー

枚獲得カード置き場に置きました。

枚引いて手番終了です。

ド置き場にあるカードを捨て札置き場に置いて、山札から手札を 5

続いて『駅拡張』をプレイし、横浜に駅コマを置き、
『廃棄物』1
最後に、
『普通列車』を 2 枚プレイして 2 金を獲得し、
その 2 金で『埋

3 ターン以降もゲームは続きます。このような感じでゲームをプレ

め立て』を購入し、獲得カード置き場に置きました。

イしてください。

使用するカードがなくなったので、赤プレイヤーの場と獲得カー
ド置き場にあるカードを捨て札置き場に置いて、山札から手札を 5
枚引いて手番終了です。
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・駅拡張

サンプル選択カードセット
初めてプレイする方向けにお勧めのサンプル選択カードのリスト

駅コマを任意の都市マスに置き、その後『廃棄物』カードを獲

選ぶ変わりに好きな組み合わせを選んでお試しください。

とえ自分の路線コマが置いてない都市マスでもかまいません。

・東京マップ初心者向け

されてますので、それを超えるように駅コマを置くことはでき

得します。駅コマはどの都市マスにおいてもかまいません。た

です。セットアップの時にサプライのカードをランダムカードで

ただし、都市マスには、駅コマの置ける最大数がアイコンで示
ません。

埋め立て、車掌区、休日ダイヤ、退避駅、遊園地、鉄橋、資材置き場、
整備工場

・駅長室

・大阪マップ初心者向け

自分の場にあるアクションアイコンのついたカードを 1 枚選び、

臨時ダイヤ

ストとしてプレイします。そのアクションカードに資金が 1 以

そのカードのテキスト効果をそのまま、このカードの効果テキ

埋め立て、快速列車、車庫、観光列車、製鉄所、駅長室、トンネル、

上あったとしてもお金は増えません。

・列車改造＆地下化

信号機、牽引、案内所、貨物列車、車輌工場、一番列車、信号場、

・快速列車

地下化

カ行

自分の場に『普通列車』カードが 1 枚でもあると 1 金追加で獲

得することが出来ます。自分の場に『普通列車』が何枚あって

・ホリデーパス

も 1 金しか追加で獲得できません。

埋め立て、駅員、休日ダイヤ、観光列車、郵便列車、高架化、整備工場、
制御室

・貨物列車

あくまでサンプルです。同じ選択カードセットでも別のマップで

手札にある『廃棄物』カードを 1 枚除去するごとに 1 金を獲得

だけでもゲーム性は変わります。

ドの山に戻します。

できます。除去した『廃棄物』カードはサプライの『廃棄物』カー

ゲーム性は変わりますし、マップは同じでも選択カードを変える
いろいろ試して、何度も挑戦してみてください。

・観光列車

このカードをプレイした際に勝利点 1 分、勝利点トラックを進
めます。

カード解説
以下は各カードの効果について詳細な解説です。実際のカードで

・急行列車

効果が分からない場合に、確認してください。

・案内所

このカードはアクションカードではないことに注意してくださ
い。

ア行

・休日ダイヤ

自分の山札の上から 4 枚のカードを公開し、そのうちの 1 枚の

このカードを廃棄すると 3 金を獲得できます。廃棄後はこのカー

カードを手札に加えることが出来ます。気に入ったカードがな

ドをゲームから除外します。

い場合、手札に加えなくてもかまいません。残りのカードは好
きな順番で自分の山札の上に戻します。

・牽引

自分の捨て札置き場から列車アイコンの付いたカード１枚を選

・一番列車

択して手札に加えます。自分の捨て札置き場からカードを取り

このカードが自分の場に出ている限り、購入したカードを自分

出す際に、自分の捨て札置き場に置かれていたカードの順番を

の山札の上に置くことが出来ます。2 枚買ったのならば 2 枚と

変えてはいけません。また自分の捨て札置き場に列車アイコン

も置くことが出来ます。購入したカードで自分の山札の上に置

の付いたカードが１枚も無い場合には、この効果を解決するこ

きたくないカードがあった場合、自分の山札の上に置く必要は

とができません。

ありません。購入以外で手に入れたカード及び購入時に付随し

て手に入れたカードはこのカードの効果では自分の山札の 1 番

・高架化

上に置くことはできません。

このカードが自分の場に出ている限り、線路敷設で都市の追加
コストを支払う必要がなくなります。たとえば、2 枚線路敷設す

・埋め立て

るカードがある場合、2 回とも都市に路線コマを置いても、追加

手札にある全ての『廃棄物』カードをサプライの『廃棄物』カー

コストを払う必要はありません。

ドの山札に戻します。

ただし、線路敷設するマスに他のプレイヤーの路線コマが置い
てある場合、他社路線追加コストを払う必要があります。

・駅員

遠隔地は都市では無いのでこのカードで追加コストを無くすこ

3 つある選択肢のうち 1 つしか実行できません。

とはできません。

・ドロー 1 を選んだ場合、自分の山札からカードを 1 枚手札

その後、自分のすでに置いてある路線コマの隣のマスに路線コ

に加えます。

マを 1 つ置きます。もちろんこの路線コマを置く際も都市の追

・1 金を選んだ場合、1 金増えます。

加コストを払う必要はありません。その後、『廃棄物』カードを

・廃棄物カードを 1 枚除去するを選んだ場合、手札にある『廃

獲得します。

棄物』カードを 1 枚選んで、サプライの『廃棄物』カードの
山に戻します。
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ドは獲得できません。

・高層ビル

ゲーム終了時にデッキの中にこのカードがあると 2 勝利点分、

・制御室

勝利点トラックを進めます。

ドロー３：自分の山札からカードを 3 枚引き手札に加えます。

このカードを購入時、廃棄物カードを１枚受けとります

・資材置場

・線路敷設

サ行

すでに置いてある自分の路線コマの隣のマスに路線コマを 1 つ
置きます。その後、『廃棄物』カードを獲得します。

このカードが自分の場に出ている限り、線路敷設や駅拡張、勝

利点カードの購入等で「廃棄物」を受け取る効果を解決しても

・相互乗入

廃棄物カードを受けとりません（効果自体は解決した事になり

このカードが自分の場に出ている限り、線路敷設で他者のコマ

ます）。

があるマスでの追加コストを支払う必要がなくなります。たと

えば、2 枚線路敷設するカードがある場合、2 回とも他社の路線

・信号場

コマが置いてあるマスに路線コマを置いても、追加コストを払

自分の山札からカードを 2 枚引き手札に加えます。

う必要はありません。

お金の支払いと『廃棄物』カードの受け取りの両方を無くすこ

・車庫

とが出来ます。

自分の山札からカードを 2 枚引き手札に加えます。その後、手

その後、すでに置いてある自分の路線コマの隣のマスに路線コ

札からカードを 2 枚捨て札にします。

マを 1 つ置きます。もちろんこの路線コマを置く際も相互乗入

の追加コストを支払う必要はありません。その後、
『廃棄物』カー

・車掌区

ドを 1 枚獲得し、自分の獲得カード置き場におきます。

手札から好きな枚数のカードを捨て札にし、捨てたカードの枚
数分だけ自分の山札からカードを引き手札に加えます。

・車両工場

・待避駅

列車アイコンのついたカードを 1 枚廃棄して、そのカードのコ

タ行

自分の山札からカードを 1 枚引き手札に加えます。

スト +3 までの列車アイコンのついたカードをサプライから１枚
選択して手札に加えます。手に入れたカードはその後使用する

・地下化

ことが出来ます。廃棄したカードはゲームから除外します。

このカードをプレイした時点で、この手番の全ての線路敷設で

獲得できるカードが 1 枚もない場合、このカードを使用するこ

の追加コストを払う必要がなくなります。

とはできません。

ただし、遠隔地はこのカードで追加コストを無くすことはでき
ません。

・指令所

その後、すでに置いてある自分の路線コマの隣のマスに路線コ

自分の山札から 1 枚カードを引き手札に加えます。その後、カー

マを 1 つ置くことが出来ます。その後、『廃棄物』カードを 1 枚

ド名を１つ指定し、自分の山札の 1 番上のカードを公開して、

獲得し、自分の獲得カード置き場におきます。

指定したものと一致したなら、そのカードを手札に加えます。
そうでない場合そのカードを自分の山札の一番上に戻します。

・超高層ビル

ゲーム終了時にデッキの中にこのカードがあると 4 勝利点分、

・信号機

勝利点トラックを進めます。

自分の山札からカードを 1 枚引き手札に加えます。その後、自

このカードを購入時、廃棄物カードを１枚獲得し、自分の獲得

分の山札の一番上のカードを見て、捨て札にしてもよいし、そ

カード置き場におきます。

のまま自分の山札の上に戻してもよいです。

・鉄橋

・スイッチバック

このカードが自分の場に出ている限り、線路敷設で河川での追

自分の場に列車アイコンのついたカードがあるならば、その中

加コストを支払う必要がなくなります。たとえば、2 枚線路敷設

から 1 枚選んで自分の山札の一番上に置くことが出来ます。

するカードがある場合、2 回とも河川に路線コマを置いても、追
加コストを払う必要はありません。

・製鉄所

ただし、線路敷設するマスに他のプレイヤーの路線コマが置い

線路敷設アイコンのついたカードをプレイするたびに 2 金を獲

てある場合、他社路線追加コストを払う必要があります。

得することが出来ます。線路敷設アイコンのついたカードで線

その後、すでに置いてある自分の路線コマの隣のマスに路線コ

路敷設をしなくても 2 金を獲得できます。

マを 1 つ置きます。もちろんこの路線コマを置く際も河川の追

このカードが 2 枚以上場に出ている場合は、それぞれ 2 金を獲

加コストを支払う必要はありません。その後、『廃棄物』カード

得することが出来ます。

を１枚獲得し、自分の獲得カード置き場におきます。

・整備工場

・特急列車

手札から列車アイコンのついたカードを 1 枚公開し、公開した

このカードはアクションカードではないことに注意してくださ

カードとおなじカードをサプライから１枚獲得し、自分の獲得

い。

カード置き場におきます。公開したカードは手札に戻ります。
ただし、公開したカードのサプライの山が枯渇していた場合、

・トンネル

このカードを使用することはできません。また
『普通列車』のカー

このカードをプレイした時点でこの手番の線路敷設での山岳で
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の追加コストを払う必要がなくなります。たとえば、2 枚線路敷

設するカードがある場合、2 回とも山岳に路線コマを置いても、
追加コストを払う必要はありません。

ただし、線路敷設するマスに他のプレイヤーの路線コマが置い
てある場合、他社路線追加コストを払う必要があります。

その後、自分のすでに置いてある路線コマの隣のマスに路線コ

マを 1 つ置きます。もちろんこの路線コマを置く際も山岳の追
加コストを払う必要はありません。その後、
『廃棄物』カードを
獲得します。

・廃棄物

ハ行

このカードはコスト０とカードに書かれていますが、購入する
ことはできません。このカードを破棄すると書かれている場合
は、通常の破棄とは異なりサプライの廃棄物の山の一番上に戻
します。

・ビル

ゲーム終了時にデッキの中にこのカードがあると 1 勝利点分、
勝利点トラックを進めます。

このカードを購入時、廃棄物カードを１枚獲得し、自分の獲得
カード置き場におきます。
・普通列車

このカードはアクションカードではないことに注意してください。

・郵便列車

ヤ行

手札にあるカードを任意の枚数自分の捨て札置き場におけます。
置いた枚数に等しい資金を獲得します。

・遊園地

自分の場に出している列車アイコンのついたカードのうち 1 枚
を選びそのカードの資金分だけお金を増やすことが出来ます。

・臨時ダイヤ

ラ行

あなたの山札から列車アイコンのついたカードを 2 枚公開され
るまで、ひたすらカードを公開し続けます。列車アイコンのつ

いたカードが 2 枚公開されたらそれらを手札に加えて、残りの
公開したカードは捨て札にします。公開する途中で気に入らな

い列車アイコンのついたカードが公開されても手札にしなけれ
ばならないことに注意してください。また山札に列車アイコン

のついたカードが 2 枚以上なければ捨札をシャッフルして山札
としてひたすらカードを公開し続けます。それでも列車アイコ

ンのついたカードが 2 枚以上なければ、
あるだけ手札に加えます。

このたびはお買い上げ頂きありがとうございました。ご意見・ご感
想は OKAZU（okazubrand@gmail.com）までお願いいたします。
制作：OKAZU brand
( 最新情報はこちらへ http://okazubrand.seesaa.net/)
ゲームデザイン：林尚志（OKAZU）
グラフィックデザイン：ryo@ にゃも
マニュアルライティング：HAL99
テストプレイ：いつものメンバー
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