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セイルトゥインディア

プレイ人数：3〜 4人　プレイ時間：60分　対象年齢：12歳以上

【ゲーム背景】
——舞台は 15世紀〜16世紀のポルトガル王国。地中海の制海権
をオスマントルコに抑えられたポルトガルは地中海交易を制限さ
れ、新たな交易路を嘱望していた。
そんな中、造船技術の進歩・羅針盤の伝搬・中央集権の確立など様々
な出来事がポルトガルを海外への進出へと後押しする。そしてエ
ンリケ王子やバルトロメウ・ディアス、ヴァスコ・ダ・ガマなど様々
な航海者が登場する。——
プレイヤーは航海者たちを後押しする王家の一人となり、インド
への航路を進めていきます。歴史に名を残すのはどのプレイヤー
でしょうか？

【勝利条件】
最も多くのVP（勝利点）を獲得したプレイヤーがこのゲームの勝
者です。
VPを獲得するためには、船を進めて未開の寄港地を発見したり、
商品を売却したり、教会を建てたりします。また、その助けとな
る様々な技術を手に入れることも重要です。

【コンポーネント】
●カード
・歴史記録官カード…4枚
・金庫・造船技術カード…4枚
・技術カード…3枚
・リスボンカード…1枚
・寄港地カード…12枚
●コマ
赤、青、緑、黄色の 4色 ×13個

【コンポーネント解説】
・歴史記録官カード

このカードは 1VP 〜 5VP の勝利点が書
かれています。
ここに歴史記録官としてコマを置くこと
で、VPを示すことになります。

・金庫・造船技術カード

1 2 3 4 5

Technology

1 2 3
2 4

ここは 1金～5金を示して
います。
金庫番としてコマを置くこ
とで、お金の量を示します。

1～3の船が書かれています。
ここに造船技師としてコマを
置くことで、船の移動力を示
します。 ここに学者としてコマを置くこと

で、技術用のコマとして扱います。

・技術カード

このカードにはそれぞれ 4つの技術が書かれています。
それぞれ以下の情報を示しています。

手に入れるために必要な
お金の量

技術名
技術効果

1 採掘技術

技術を建てるときに
1金安くなる

1 地理学

陸地から海域にコマを戻
せる
（１ターンに1回）

2 活版印刷

教会を1個でも所有して
いると1VPもらえる
（１ターンに1回）

2 港湾管理

リスボン・拠点から出発
するコマ3個で1点

・寄港地カード

建物
この上にコマを置くことで様々な
効果が得られます。拠点（ピンク
色）、教会（黄色）、商館（緑色）
の 3種類があります。

陸地

海域

商品
この上にコマを置くことでその商
品を所有していることを示します。

カード全体を陸地、カードの下側の
外を海域と呼びます。

推奨マーク
一部のカードに書かれています。初めて
ゲームをプレイする際に、優先的に最初か
ら表向きにするカードとするしるしです。

商品は 6種類あり、金、宝石、コーヒー豆、砂糖、織物、香辛料が
あります。

金 宝石 コーヒー豆 砂糖 織物 香辛料

【セットアップ】
⑴各プレイヤーは、歴史記録官カード、金庫・造船技術カードを
１枚ずつ受け取ります。
　3人でプレイする場合、それらの残りのカードは使用しませんの
で、ゲームから除外してください。
⑵技術カードをテーブルの脇に 3枚並べておきます。
⑶寄港地カードを 12枚裏向きにして良く混ぜます。混ぜた寄港地
カードを横一列に裏面で並べます。並べた寄港地カードの一番
左端にリスボンカード（以後リスボン）を置きます。リスボン
を置いたら、リスボンに近い 3枚を表に向けます。残りの寄港
地カードは未開の寄港地として裏向きのままにしておきます。
　3人でプレイする場合には、並べるカードを 12枚ではなく 9枚
にします。余った 3枚は表に向けて全員がカードの内容を確認
した上でゲームから除外します。
※初めてプレイする場合は、表に向ける寄港地カードをランダム
ではなく、推奨マーク（①〜③）が書かれた寄港地カードにする
ことをお勧めします。これらの寄港地カードを最初に取り出して
おき数字順にリスボンの横に並べます（リスボン・①・②・③・
未開拓の寄港地…）
⑷各プレイヤーは赤、青、緑、黄色のうち 1色を選び、その色の
コマを 6個受け取ります。
受け取ったコマのうち、
	 • 2個をリスボンの上に置きます。
	 • 	1 個を造船技師として金庫・造船技術カードの左下部の	

船１のところに置きます。
	 • 	3 個を学者として金庫・造船技術カードの右下部の

Technology のところに置きます。
　残りのコマは全てストックとしてまとめて置いておきます。



⑸スタートプレイヤーを決めます。一番最近ポルトガルに行った
人がスタートプレイヤーです。
　スタートプレイヤーから時計回りでそれぞれのプレイヤーは	
2 金、2金、3金、4金を受け取ります。この時、リスボンにあ
る 2個のコマのうち 1個を金庫番として金庫・造船技術カード
の上部に置いてください。
※４人プレイ時のセットアップ（赤がスタートプレイヤーの例）

歴史記録官カード

寄港地カード

未開の寄港地リスボンカード

技術カード ストック

金庫・造船技術カード

1 2 3 4 5

Technology

1 2 3
2 4

1 2 3 4 5

Technology

1 2 3
2 4

12345

Technology
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24
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Technology
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24

1 採掘技術

技術を建てるときに
1金安くなる

1 地理学

陸地から海域にコマを戻
せる
（１ターンに1回）

2 活版印刷

教会を1個でも所有して
いると1VPもらえる
（１ターンに1回）

2 港湾管理

リスボン・拠点から出発
するコマ3個で1点

3 銀行制度

2金支払うと1VPもら
える
（１ターンに1回）

3 工場

商品を売ると
1金追加でもらえる

2 建築学

船移動後にアクション消
費無しに、建物が建てら
れる（１ターンに1回）

2 地図

新たな寄港地を発見した際
1金を支払うと追加で
1VPもらえる

4 ギルド

ゲーム終了時
商館×2VP

4 東インド会社

ゲーム終了時
拠点×2VP

4 ルネッサンス

ゲーム終了時
3VP

4 海外布教

ゲーム終了時
教会×2VP

①

※お金の表示の仕方
お金はリスボンにある自分のコマを金庫・造船技術カードの上部
に金庫番として置くことで所有しているお金の量を示します。
金庫番 1コマでは最大 5金までしか扱えないので、6金以上を手
に入れたい場合は、さらにリスボンからもう 1コマ持ってくる必
要があります（例：5金の上に 1コマ、1金の上に 1コマ置くこ
とで 6金持っていることを表します）。
同様に 11金以上、16金以上、・・・となるたびにコマを金庫番と
して置く必要になります。
またお金を支払い、金庫番が不要となった場合、そのコマをリス
ボンに戻します（例：6金持っていて 2金支払った場合、金庫番 1
個を 4金の上に置くことで表現できるため、不要となった金庫番
コマをリスボンに戻します）。
リスボンにコマが無い場合やリスボンからコマを移動させたくな
い場合には、お金を受け取らないことも選択できます。

※勝利点（VP）の表示の仕方
勝利点（VP）はリスボンにいるコマを歴史記録官カードの上部に
歴史記録官として置くことでVPの量を示します。
歴史記録官 1コマでは最大 5VP までしか扱えないので、6VP 以
上手に入れたい場合は、さらにリスボンからもう 1コマ持ってく
る必要があります。
同様に 11VP以上、16VP以上、・・・となるたびに歴史記録官が
必要になります。
リスボンにコマがない場合や、リスボンからコマを移動させたく
ない場合には、VPを受け取らないことも選択できます。

以上でセットアップは完了です。

【ゲームの進行】
スタートプレイヤーから手番を行います。手番が終了すると左隣
のプレイヤーの手番となります。このゲームは終了条件を満たす
まで時計回りに手番を行います。

【手番がきたら行えること】
各手番ではプレイヤーは 2行動力（AP）を持っています。
2APを消費したら手番は終了です。

1APで下記の行動のいずれかを行えます。
•コマを雇う
•船を移動する
•商品を売る
•建物を建てる
•技術を習得する
•船の移動力を上げる
1手番に同じ行動を 2回行っても構いません。ただし、「船を移
動する」の行動による未開の寄港地への移動・公開は 1手番に
1回しかできません（詳細は「船を移動する」を参照ください）。

•コマを雇う
1 金を支払うことにより、自分のコマ 1つをストックからリスボ
ンの上に配置します。
※	これ以外の方法でストックからコマを持ってくることはできま
せん。
※ 	1APで 2金支払うので 2コマを雇う、といったことはできませ
ん。

•船を移動する
船を移動する行動を取った場合、以下の 3ステップを行います。

1. 船の移動
自分の船を全て移動させることができます。移動とは、船が置か
れている寄港地カードの海域から別の寄港地カードの海域へ移る
ことを示します。
各船の移動力は、金庫・造船技術カード左下の造船技師コマが置
かれているマスの船の値によって決まります。1移動力で船は現在
の寄港地カード下の海域から隣接する寄港地カード下の海域へと
移動できます（2移動力なら 2枚先又は 2枚後まで移動できます）。
移動は左右どちらにも行えます。また 1つの寄港地カードの下の
海域には複数の船を配置することができます（他のプレイヤーと
混ざってもかまいません）。
また、リスボンに置いている自分のコマを船として移動させるこ
ともできます。1移動力でリスボンの右隣に置かれている寄港地
カード下の海域へと移動します。これによりそのコマは船となり
ます。1回の行動でリスボンカードからコマをいくつ船にするかは
自由に選択できます。
各船は、移動力の範囲であれば、好きな移動力を選択することが
出来ます。例えば移動力が 2の時に、1つ目のコマは 2枚移動、2
つ目のコマは移動無し、3つ目のコマは1枚戻るといった具合です。
未開の寄港地（裏向きの寄港地カード）に船を移動させた場合、
移動力がそれ以上あってもそこで船の移動を止めなくてはなりま
せん。
※未開の寄港地への船の移動は、自分の同じ手番の 1APめの行動
で行っていた場合、続けて 2APめで行うことが出来ません。

2. 未開の寄港地の公開
未開の寄港地（裏向きの寄港地カード）に船がある場合、その未
開の寄港地を表に向け、1VPを獲得します。ただし、最後の寄港
地カードを表に向けた場合、インドに到達したということで 1VP
ではなく 2VPを獲得します。

3. 商品への配置
自分の船をその船が置かれている寄港地カードに書かれている商
品の上へと移動させることができます。各寄港地カードには商品



が２種類描かれており、任意の商品の上に船を移動させることが
出来ます。ただし、既にコマが置かれている商品には移動させる
ことができません。商品の上に移動した船は商品を表すコマとな
り船として移動させることはできなくなります。
各船を商品へと移動させるかどうかは任意に選択することができ
ます。１回の行動で複数の船を商品の上に移動させることもでき
ます。

•商品を売る
商品の上に置いてある自分のコマをリスボンに戻すことで、その
商品を売ったことになり、お金とVPを手に入れることができます。
1回の行動でリスボンに戻すコマの数は自由に決めることが出来ま
す。受け取るお金とVPは何種類の商品を売ったかによって決まり
ます。
※	同じ商品においているコマを複数個リスボンに戻しても 1種類
としてしか扱われませんので注意してください。

種類 1 2 3 4 5 6
お金 1 2 3 4 5 6
VP 0 0 1 1 2 4

ある種類の商品の商館にコマを置いている場合、あたかもその商
品のコマをリスボンに戻したように扱えます。
ただし、商館の商品のみで「商品を売る」ことは出来ません。必
ず 1つは商品からリスボンにコマを戻してください。

•建物を建てる
各寄港地カードに 2つ描かれている建物のうち 1件を建てること
ができます。
ただし、以下の 3つの条件を全て満たさなければなりません。
① 2金支払う。
②	その寄港地カードに自分の船または商品や建物の上に自分の
コマがある。
③建てたい建物の上に他のコマが無い。
2金を支払い、その後にその寄港地にある自分のコマ（船か商品や
建物の上）1個を建てた建物の上に置きます（例：寄港地カード下
の海域にある自分の船をその寄港地カードに描かれている建物の
うち空いているいずれかの方に置く）。建物の上に船を移動させた
場合、その船は建物を表すコマとなり船として移動させることは
できなくなります。
建物を建てた場合、その建物の効果を使用することができます。
建物の効果の詳細は後述の【建物の詳細】を参照してください。

•技術を習得する
技術カードに書かれている技術を 1つ習得することができます。
ただし、以下の 3つの条件を全て満たさなければなりません。
　①習得したい技術のコスト分のお金を支払う。
　②	金庫・造船技術カードの右下部の Technology のところに学

者コマが 1個以上ある。
　③	習得したい技術のマスの上に他のコマが無い。
習得したい技術のコスト分のお金を支払い、Technology のところ
にある学者コマ 1個をその技術のマスの上に置きます。
以降、その技術の効果を使用することができます。
技術の効果の詳細は後述の【技術カードの詳細】を参照してくだ
さい。
※	学者コマは金庫・造船技術カードの右下部の Technology から
技術カードの上への移動しかできません。
※	学者コマはスタート時の 3個以外に補充されることはありませ
ん。

•船の移動力を上げる
船の移動力を上げることができます。

移動力 1→移動力 2にあげるには 2金支払います。
移動力 2→移動力 3にあげるには 4金支払います。
必要なお金を支払ったら、造船技師コマを1段階右に移動させます。
※ 1APで 1段階しか移動力を上げることができません。

【自分の手番で自由にできる行動】
下記の 2つの行動は自分の手番であれば、APを消費することなく
いつでも行うことができます。
•	船、商品、建物、金庫番コマ、歴史記録官コマとなっている
自分のコマをリスボンに戻す。
　※学者コマ、造船技師コマは戻せません。
•	技術の効果を使用する。

【終了条件】
誰かが最後の未開の寄港地を表向けたら、その手番を最後までプ
レイし、その後そのプレイヤー以外のプレイヤーが 1回ずつ手番
をプレイし、ゲーム終了となります。

【最終決算】
ゲームが終了したら、各プレイヤーごとにVPの計算を行います。
•	歴史記録官が示すVP
•	商館、拠点 1軒につき 1VP
•	教会 1軒につき 2VP
• 	“ゲーム終了時”と書いてある特定の技術のVP

その結果、合計VPの多いプレイヤーの勝利です。
同点の場合、
①最後の未開の寄港地を表向けたプレイヤー
②お金の残金
③歴史記録官が示すVPの合計
の優先順で勝者を決めます。
それでも同点の場合、そのプレイヤーたちで勝利を分かち合いま
す。

【建物の詳細】
•拠点（ピンク色）…ゲーム終了時に 1VP
「船を移動する」行動を取った場合、1. の船の移動でリスボンから
拠点の海域にコマを好きなだけ持っていくことが出来ます。その
後に移動も可能です。

•商館（緑色）…ゲーム終了時に 1VP
「商品を売る」行動を取った場合、商館に描かれた商品をあたかも
所有しており、リスボンにコマを戻して商品を売ったとすること
が出来ます。その際、この商館のコマをリスボンに戻す必要はあ
りません。
ただし、商館の商品のみで「商品を売る」ことは出来ません。必
ず 1つは商品からリスボンにコマを戻してください。

•教会（黄色）…ゲーム終了時に 2VP

【技術カードの詳細】
•採掘技術…1金
他の技術を習得する際に支払うお金が 1金安くなります。
※技術を習得する機会は全部で 3回です。なので、最大で 2回し
かこの恩恵にあずかれません。

•地理学…1金
陸地（建物、商品）から海域にコマを戻せます。海域に戻ったコ
マは船として扱えます。



1 手番に 1回のみです。

•活版印刷…2金
教会を 1軒でも建てていると、各手番で 1VPを貰うことができま
す。2軒以上建てていても 1VPのみです。
1手番に 1回のみです。

•港湾管理…2金
リスボン・拠点から出発するコマ 3個ごとに 1VPを貰うことがで
きます。

•建築学…2金
船の移動後にアクションの消費をせずに建物を 1軒建てることが
できます。
建物を建てる条件は守る必要はあります。

•地図…2金
船の移動時に未開の寄港地を表向けると通常 1VP貰えますが、1
金支払うとさらに 1VP（合計で 2VP）貰うことができます。
※最後の寄港地の場合 2VP＋1VPで計 3VP貰うことができます。

•銀行制度…3金
2 金支払うと 1VP貰えます。
1手番に 1回のみです。

•工場…3金
商品を売ると追加で 1金貰えます。
※あくまで 1金貰えるだけで、1種類追加で売ったことにはなり
ません。

•ルネッサンス…4金
ゲーム終了時に 3VP貰えます。

•海外布教…4金
ゲーム終了時に自分の建てた教会の数×2VPを追加で貰えます。

•ギルド…4金
ゲーム終了時に自分の建てた商館の数×2VPを追加で貰えます。

•東インド会社…4金
ゲーム終了時に自分の建てた拠点の数×2VPを追加で貰えます。

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	 マニュアル校正：HAL99
テストプレイ：いつものメンバー	 カード印刷：㈱ポプルス
コンポーネント協力：yas-o


